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1. はじめに 

本書では、NeoFace Monitor クラウド版の導入設定および運用管理の方法について説明し

ています。作業を始める前に、本書の「1.2. 注意事項」をご参照ください。 

※以降「NeoFace Monitor」を「NFM」と表記している場合があります。 

 

本書は、管理者ユーザーを対象としています。NFM 利用者のオペレーションについては 

『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』をご参照ください。 

 

※NeoFace Monitor クラウド版 環境での運用方針やユーザーの操作への制限をする 

システムポリシーの設定について詳しくは、「9.1. Windows ログオン認証方式の設定」 

をご参照ください。 

 

本書で対応する製品のバージョンは以下のとおりです。 

・NeoFace Monitor クライアント(64bit) : Version 1.0.0 

 

本書では、以下の略称を使用しています。 

・NeoFace Monitor クラウド版 クライアント(64bit) : NFM クラウド版クライアント 

・NeoFace Monitor クラウド版 管理ポータル        : 管理ポータル 

・NeoFace Monitor クラウド版 利用者       : NFM 利用者 
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1.1. 本書の構成 

本書の構成について説明します。運用シーンに合わせてご参照ください。 

 

運用場面 参照先 

管理者機能の確認や、付与する管理権限を決定する。 第 2 章 

ユーザー管理方法を決定する。 第 3 章 

無償利用の申し込み、および NFM 利用者情報を登録する。 第 4 章 

NFM 利用者情報を一括登録する。 第 5 章 

NFM 利用者情報を修正・削除する。 第 6 章 

NFM 利用者情報の一覧を出力する。 第 7 章 

認証ログを確認する。 第 8 章 

システム設定を変更する。 第 9 章 

シングルサインオン設定を変更する。 第 10 章 

ライセンスキーの管理を行う。 第 11 章 
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1.2. 注意事項 

⚫ 他の OS ログオン製品との併用について 

NFM クラウド版クライアントは Windows 以外のカスタマイズ Credential Provider

（CyberLink YouCom、NEC AuthenticationAgent など）および他の生体認証製品との

共存はサポートしておりません。そのため、他の OS ログオン製品がインストールさ

れている場合は、アンインストールしてから、NFM クラウド版クライアントのインス

トールを行うようにお願いいたします。 

⚫ カメラを使用する他アプリケーションとの併用について 

NFM クラウド版クライアントは OS ログオンおよび画面ロック解除、常時認証機能の

際にカメラを使用します。カメラを使用する他のアプリケーションと併用できません

のでご注意ください。 

⚫ InfoCage PC セキュリティとの連携について 

InfoCage PC セキュリティと NFM クライアントを連携させる場合は双方の動作環境、

連携バージョンをご確認の上、インストールしてください。 

⚫ 個人情報の取り扱い 

NFM クラウド版クライアントの登録・照合・識別の各処理にて生成、利用される NFM

利用者データ(顔特徴抽出データ・ID を含む)には、個人情報が含まれています。そ

れらデータの取り扱いに十分留意し、お客様の責任において適切なセキュリティ対策

を施してください。 

⚫ OS 環境について 

NFM クラウド版クライアントは x64 バージョンをご用意しています。 

⚫ Windows パスワードの注意点 

インストールする前に、Windows アカウントに Windows パスワードが設定されている

ことを必ず確認してください。Windows パスワードが未設定の場合、Windows に OS ロ

グオンできなくなります。 

NFMクラウド版クライアントは 64文字以上の Windowsパスワードに対応しておりませ

ん。Windows パスワードが 64 文字以上の場合、インストールする前に 63 文字以下に

なるように Windows パスワードを変更してください。 

⚫ 管理ポータル上に登録する Windows パスワードについて 

NeoFace Monitor クラウド版における Windows アカウントの新規追加時の Windows パ

スワード設定操作、および再設定操作では、Windows の登録内容と同じ Windows パス

ワードを設定してください。Windows と異なる値を設定した場合、OS ログオンできな

くなります。 

⚫ Windows パスワードの入力制限について 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用中のシステムでは、Windows パスワードに半角

スペースを使用することができません。 
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⚫ Windows OS バージョンのアップグレードについて 

NFM クラウド版クライアントがインストールされた状態での、Windows 10 未満※から

Windows 10 へのアップグレードには対応していません。Windows 10 未満から Windows 

10 へアップグレードする場合には、NFM クラウド版クライアントをアンインストール

した上で、OS をアップグレードし、その後に NFM クラウド版クライアントをインス

トールしてください。 

⚫ 画面表示のちらつきについて 

OS ログオン時、もしくは画面ロック解除時に、端末の種類によっては、OS ログオン

もしくは画面ロック解除画面の表示がちらつくことがありますが、動作に支障はあり

ません。 

⚫ OS 起動時間について 

本ソフトウェアをインストールすることによって、OS 起動時のログオン画面への遷

移が遅くなる可能性があります。 

⚫ 対応するアカウントについて 

本製品は Windows アカウントに対応しています。Microsoft アカウントには対応して

いません。 

⚫ Microsoft アカウントの注意点 

Windows 10 搭載端末へ NFM クライアントをインストールする場合、対象端末に

Microsoft アカウントしか存在していない場合にはインストールが正常完了せず、製

品を利用することができません。 

⚫ タブレット端末の画面回転について 

Windows タブレットの画面の自動回転へは対応しておりません。NFM クラウド版クラ

イアントの画面は常に固定表示となります。（NEC 製タブレット PC のみ自動回転に対

応しています） 

 

 

 
※ Windows 10 へのアップグレード対象は Windows 8.1（Windows 8.1 Update が適用された状態)

になります。詳しくは、Microsoft 社のホームページをご参照ください。 
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2. 管理者機能について 

本製品は管理者向け機能として以下の機能およびツールを提供します。 

 

2.1. NeoFace Monitor クラウド版 権限の呼称定義 

管理者機能を使用するには、システム管理者権限が付与された NFM 利用者 ID（メール 

アドレス）で、管理ポータルにログインする必要があります。 

 

以降の説明では、NeoFace Monitor クラウド版上での権限別に呼称を使い分けています。 

NeoFace Monitor クラウド版 権限の呼称定義は以下のとおりです。 

 

NeoFace Monitor クラウド版 権限の呼称定義 

権限の呼称 意味 

システム管理者 NeoFace Monitor に対する全権限を有するユーザーを指しま

す。管理ポータルのメニューをすべて実行可能です。 

一般ユーザー 上記以外のユーザーを指します。 
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2.2. システム管理者と一般ユーザーの設定 

NFM 利用者をシステム管理者、または一般ユーザーに設定することができます。 

 

システム管理者と一般ユーザーの設定 

権限 設定 

システム管理者 導入初期のシステム管理者は無償利用申し込み時に指定した

NFM 利用者 ID（メールアドレス）のユーザーです。 

ポータル画面からの「NFM 利用者登録」、「NFM 利用者情報の一

括登録」、「NFM 利用者情報の変更」により、NFM 利用者をシス

テム管理者に設定することが可能です。 

既にシステム管理者に設定した NFM 利用者を一般ユーザーへ

変更することが可能です。ただし、システム管理者はテナン

ト内に必ず 1 名必要です。 

一般ユーザー ポータル画面からの NFM 利用者登録、NFM 利用者情報の一括登

録、NFM 利用者情報の変更により NFM 利用者をシステム管理者

に設定しなければ、一般ユーザーとして設定されます。 

既存の一般ユーザーに設定した NFM 利用者をシステム管理者

へ変更することが可能です。 
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2.3. 操作可能な管理機能 

一般ユーザーは、管理ポータルで操作可能な機能に制限があり、管理ポータル 

を起動した際は、下記表のうち「×」表記となっているメニューは表示されません。 

 

管理機能およびツールの実行権限 

項番 管理機能およびツール システム管理者  一般ユーザー 

1 パスワード変更 〇 〇 

2 NFM クライアント ダウンロード 〇 〇 

3 SSO 証明書 ダウンロード 〇 × 

4 ログアウト 〇 〇 

5 NFM 利用者管理 〇 × 

6 ログビューア 〇 × 

7 設定 〇 × 

8 インポート/エクスポート 〇 × 
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2.4. 管理メニューの機能内容 

 

機能およびツール 

機能 内容 Windows 

端末 

スマート 

端末 

パスワード変更 管理ポータルにログインするた

めのパスワードを設定します。 

〇 〇 

NFM クライアントソフト 

ダウンロード 

NFM クライアントソフトをダウ

ンロードします。 

〇 － 

SSO 証明書 ダウンロード SSO 証明書をダウンロードしま

す。 

〇 〇 

ログアウト ログインした NFM 利用者での管

理ポータルの利用を終了しま

す。 

〇 〇 

NFM 利用者管理 NFM 利用者情報の登録/修正/削

除、および Windows アカウント

に関する設定を行います。 

〇 〇 

ログビューア NFM クライアントによる顔認証

の履歴を表示します。 

〇 〇 

 

 

 

 

 

 

 

設定 

Windows ログオン認

証方式の設定 

Windows ログオン時・Windows 

ロック解除時の認証方式の設定

を行います。 

〇 － 

Windows ログオン認

証ポリシーの設定 

Windows ログオン時・Windows 

ロック解除時の認証ポリシーの

設定を行います。 

〇 － 

常時認証ポリシー

の設定 

常時認証に関するポリシーの設

定を行います。 

〇 － 

顔画像ログ出力ポ

リシーの設定 

Windows ログオン・Windows ロ

ック解除時、常時認証時のログ

出力を設定します。 

〇 － 

クラウドサインイ

ン認証方式の設定 

クラウドサービスへのサインイ

ン時の認証方式の設定を行いま

す。 

－ 〇 

インポート/ 

エクスポート 

NFM 利用者情報の一括登録や一

覧ファイル出力を行います。 

〇 〇 
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2.5. 画面構成と名称について 

2.5.1. 管理ポータルへの接続に必要な情報 

お使いの環境にてファイアウォールで送信先へのトラフィックの制限が行われている場合、

下記のポート番号およびドメインに対する通信が許可されている必要があります。 

 

ポート番号 443（HTTPS） 

ドメイン *.neofacemonitor.com 
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2.5.2. 管理ポータルのログイン画面 

システム管理者が管理ポータルの機能を使用するときのログイン画面です。 

 

NeoFace Monitor クラウド版 テナント開設完了のお知らせメールに記載されたパスワ

ード変更後の URL にアクセスすると、管理ポータルのログイン画面が表示されます。NFM

利用者 ID（メールアドレス）とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押下してくだ

さい。 

 

管理ポータルのログイン画面 

 
 

項目の説明 

項目 内容 

テナント 会社名を表示します。 

NFM 利用者 ID 

（メールアドレス） 

NFM 利用者として登録しているメールアドレスを入力しま

す。 

パスワード 
パスワードを入力します。 

※5 回間違えると NFM 利用者 ID が 15 分間ロックされます。 
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2.5.3. 画面構成と名称 

システム管理者が管理ポータルにログインすると以下のような画面が表示されます。 

画面の構成と各名称については以下のとおりです。 

 

 

画面の構成と各名称 

 
 

名称と説明 

名称 説明 

ヘッダエリア 会社名、ログインしたユーザーの氏名が表示されています。 

メニューエリア 各機能のメニューが表示されています。 

サブメニューボタン 押下するとサブメニューエリアが表示されます。 

サブメニューエリア 利用頻度の低い機能のメニューが表示されています。 

業務画面エリア 各機能の操作や内容が表示されています。 

 

 

ヘッダエリア 

メニューエリア 

業務画面エリア 

サブメニューエリア 

サブメニューボタン 
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3. ユーザー管理 

3.1. NFM 利用者と Windows アカウントの紐付けについて 

本製品は、Windows アカウント毎ではなく、NFM 利用者毎に認証情報を保持します。 

NFM 利用者と Windows アカウントを紐付けることで、以下のような運用を可能とします。 

 

① 1 人の NFM 利用者が 1 つの Windows アカウントを利用する運用 

 

 
 

【NFM 利用者】            【Windows アカウント】 

 

 

② 1 人の NFM 利用者が複数の Windows アカウントを利用する運用 

 

 
 

【NFM 利用者】            【Windows アカウント】 

 

※1 人の NFM 利用者は最大 5 つの Windows アカウントを設定可能です。 

 

 

③ 複数の NFM 利用者が 1 つの Windows アカウントを利用する運用 

 

 
 

【NFM 利用者】            【Windows アカウント】 
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4. NFM 運用開始フロー 

本章では、NeoFace Monitor クラウド版の運用開始フローについて説明しています。 

利用の申し込みから運用まで、下記の順序で行います。 

 

順序 作業 

4.1 無償利用の申し込み 

4.2 NeoFace Monitor クラウド版 テナント開設完了のお知らせメール受信 

4.3 初期パスワード変更 

4.4 NFM クラウド版クライアントソフトのダウンロード 

4.5 システム設定 

4.6 NFM クラウド版クライアントソフトのインストール 

4.7 NFM 利用者の登録 

4.8 NFM 利用者（一般ユーザー）の利用準備 

4.9 パスワード再発行 

4.10 ライセンスの購入・登録 

 

  



 

 

4. NFM 運用開始フロー 

14 

Copyright © NEC Corporation. 

4.1. 無償利用申し込み 

NeoFace Monitor クラウド版の利用申し込みは、Web サイトから行います。 

 

申し込み Web サイトの URL：https://portal.neofacemonitor.com/t/eImyTWrH3CeO 

 

お使いの環境にてファイアウォールで接続先への通信制限が行われている場合、無償利用

申し込み Web サイトや管理ポータルへのアクセス、NeoFace Monitor クライアントソフトを

インストールするためには、ポート番号およびドメインに対する通信が許可されている必要

があります。詳細は「2.5.1. 管理ポータルへの接続に必要な情報」をご参照ください。 

 

申し込みサイト画面 

 
 

各入力項目の説明 

入力項目 説明 

テナント名（会社名） テナント名には、お申し込みいただく会社名を入力してくだ

さい。お申し込みは、1 社につき 1 テナントまでとなりま

す。 

申込者名 お申し込みされる方のお名前。姓と名は必須、ミドルネーム

は任意です。 

申込者メールアドレス お申し込みされる方のメールアドレス。フリーメールはご利

用できません。 

 

 

  

https://portal.neofacemonitor.com/t/eImyTWrH3CeO
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申し込みを行う際、以下のリンクを押下して内容をご確認いただき、内容について同意いた

だく必要があります。 

 

リンク名 説明 

利用規約を読む 本サービスをご利用いただく際の利用規約が記載されてお

ります。 

プライバシーポリシーを

読む 

本サービスのプライバシーポリシーが記載されておりま

す。 

 

同意いただく場合は「利用規約およびプライバシーポリシーを確認し、同意しました。」の

チェックボックスをチェックし、「申し込む」ボタンを押下してください。 

 

申込者メールアドレス宛てに、NeoFace Monitor クラウド版 テナント開設完了のお知らせ

メールが届きます。 

 

テナント申し込み後に弊社内でテナント開設処理を行い、テナント開設完了後に、申込者メ

ールアドレス宛にテナント開設完了メールが届きます。（最大で 1 営業日かかる場合があり

ます。） 
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4.2. テナント開設完了メール受信 

無償利用申し込み画面で登録したメールアドレス（NFM 利用者 ID）にテナント開設完了メ

ールが届きます。記載されているパスワード変更 URL にアクセスしてください。 

 

テナント開設完了メール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版テナント開設完了のお知らせ） 

 

<申し込み者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版への無償利用のお申し込みをありがとうございます。 

テナントの開設が完了しました。 

 

無償利用期間の終了日は <無償利用期間の終了日> です。 

 

はじめに、以下の Web ページから『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュア 

ル』と『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』をダウンロードして 

ください。 

 

 https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/nfm-cloud/support.html 

 →マニュアル 

  →NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュアル 

   NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル 

 

サービスのご利用には、システム管理者としての事前作業の実施が必要となります 

ので、マニュアルを一通りお読みのうえ、『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理 

マニュアル』の「NFM 運用開始フロー」に沿って、ご対応をお願いします。 

 

なお、『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュアル』の「初期パスワード 

変更」（『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』の「パスワード 

の変更」）では、パスワード変更 URL と現在のパスワードが必要になります。以下を 

使用してください。 

 

 パスワード変更 URL：https://portal.neofacemonitor.com/p/XXXXX 

 現在のパスワード：xxxxxx 

 

 

パスワード変更後は、以下の URL からログインしてください。 

 

  パスワード変更後 URL：https://portal.neofacemonitor.com/t/XXXXX 
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無償利用期間の終了後も継続利用いただける場合は、無償利用期間の終了日までに、 

『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュアル』の「ライセンスの購入・登録」 

に沿って、ご対応をお願いします。 
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4.3. 初期パスワード変更 

『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』の「3.2.パスワードの変更」を

参照のうえ、初期パスワードを変更してください。 
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4.4. NFM クラウド版クライアントソフトのダウンロード 

『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』の「4.1.NFM クラウド版クライア

ントソフトのダウンロード手順」を参照のうえ、NFM クラウド版クライアントソフトをダウ

ンロードしてください。 
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4.5. システム設定 

「2.5.2. 管理ポータルのログイン画面」を参照し、ポータル画面にログイン後、 

「9. システム設定」を参照し、Windows ログオン認証方式、および各種ポリシー設定を確認

のうえ、必要に応じて設定の変更をしてください。 
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4.6. NFM クライアントソフトのインストール 

『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』の「4.2.NFM クラウド版クライア

ントソフトのインストール手順」を参照のうえ、NFM クラウド版クライアントソフトをイン

ストールしてください。 
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4.7. NFM 利用者の登録 

NFM 利用者一覧画面で NFM 利用者の登録を行います。 

最初の状態では、無償利用の申し込みを行った方が NFM 利用者として 1 件登録されていま

す。 

利用を行う方を追加してください。 

 

 

画面の「追加する」ボタンを押下してください。 

※この章では画面の入力で 1 件ずつ登録する方法を説明しています。 

CSV から一括で登録する方法は「NFM 利用者情報の一括登録」をご参照ください。 

 

NFM 利用者一覧画面（初期状態の例） 
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4.7.1. NFM 利用者の新規登録 

NFM 利用者情報の追加画面が表示されます。 

必要な項目を入力し、「保存する」ボタンを押下してください。 

 

NFM 利用者一覧画面（新規登録の例） 

 
 

NFM 利用者情報 

入力項目 説明 

NFM 利用者 ID（メールアド

レス） 

管理ポータルにログインする ID 

パスワード 管理ポータルにログインするパスワード 

NFM 利用者名（姓・ミドル

ネーム・名） 

登録する方のお名前 

システム管理者 登録する方をシステム管理者とする場合はチェックします 

 

Windows アカウント名 登録する方が使用する Windows アカウント 

Windows アカウント種別 登録する方の Windows アカウントの種別 

②登録用のダイアログ 

が表示されます 

① 追加するボタンを押下 

③入力後に保存する 

ボタンを押下 
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Windows パスワード Windows アカウントのパスワード 

「コンピュータ名」 

 または 

「ドメイン名」 

「Windows アカウント種別」で「ローカル」を選択した場合

は、登録する方が使用する端末の Windows コンピュータ

名。「ドメイン」を選択した場合は、登録する方の Windows

アカウントが所属するドメイン名。 

 

 

※Windows アカウント名～Windows パスワードをセットとして、1 人の NFM 利用者に 

5 セットまで登録することが可能です。 

 

※NFM 利用者 ID（メールアドレス）について 

・メールアドレスを登録すると利用の手順が記載されたメールが届きます。 

・利用者の登録または更新を行う場合、利用者 ID がメールアドレス形式でないと、 

シングルサインオンはご利用できません。 

・NFM 利用者 ID とご利用になるクラウドサービスのアカウントは一致する必要があり 

ます。 

  ・Cybozu へのシングルサインオンをご利用になる場合、Cybozu アカウントと 

同じメールアドレスを NFM 利用者 ID（メールアドレス）に指定してください。 

  ・Google Workspace へのシングルサインオンをご利用になる場合、Google アカウントと 

同じメールアドレスを NFM 利用者 ID（メールアドレス）に指定してください。 

ただし、Google アカウントが Google Workspace の管理者である場合、 

シングルサインオンはご利用できません。 
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入力にエラーがあるとメッセージが表示されます。 

エラーメッセージが表示されたときは、メッセージの内容を確認のうえ入力内容を修正

し、「保存する」ボタンを押下してください。 

 

 

NFM 利用者一覧画面（エラーの例） 

 
 

 

登録が正常に行われたときは、登録された方のメールアドレスに利用の手順が記載 

されたメールが届きます。 

登録された NFM 利用者 IDがメールアドレスでないときは、システム管理者宛てに 

メールが届きます。 

 

NFM 利用者情報を登録/変更/削除後に一覧画面に処理内容が反映されていない場合、 

検索条件で絞込みが行われている可能性があります。 

検索条件の有無は、NFM 利用者一覧のタイトル右横にある虫眼鏡アイコンの色で 

確認することが可能です。 

 

・検索条件の有無 

虫眼鏡アイコンの色が青色の場合：検索条件あり 

 
 

虫眼鏡アイコンの色が灰色の場合：検索条件なし 

 
 

※NFM 利用者の変更・削除は「NFM 利用者情報の一覧・変更・削除」をご参照くださ

い。 
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4.7.2. NFM 利用者の設定項目入力値チェック 

各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが 

表示されます。 

 

設定項目の入力値チェック 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

NFM 利用者 ID 

(メールアドレス) 

空 NFM 利用者 ID(メールアドレス)が入力されていませ

ん。 

257 文字 

以上 

NFM 利用者 ID(メールアドレス)は 256 文字以内で入力

してください。 

文字種 半角英数字、記号以外は使用できません。 

Email の 

形式以外 

NFM 利用者 ID(メールアドレス)の形式が正しくありま

せん。 

※「システム管理者にする」選択時のみ 

NFM 利用者名 

（姓） 

空 NFM 利用者名（姓）が入力されていません。 

81 文字以上 NFM 利用者名（姓）は 80 文字以内で入力してくださ

い。 

NFM 利用者名 

（ミドルネーム） 

81 文字以上 NFM 利用者名（ミドルネーム）は 80 文字以内で入力し

てください。 

NFM 利用者名 

（名） 

空 NFM 利用者名（名）が入力されていません。 

81 文字以上 NFM 利用者名（名）は 80 文字以内で入力してくださ

い。 

パスワード 空 パスワードが入力されていません。 

※新規登録時のみ 

8 文字未満 パスワードは 8 文字以上で入力してください。 

256 文字 

以上 

パスワードは 255 文字以内で入力してください。 

文字種 半角英数字、記号以外は使用できません。 



 

 

4. NFM 運用開始フロー 

27 

Copyright © NEC Corporation. 

Windows アカウント

名 

空 Windows アカウント名が入力されていません。 

21 文字以上 Windows アカウント名は 20 文字以内で入力してくださ

い。 

文字種 半角英数字、記号以外（以下を除く）は使用できませ

ん。 

" / \[ ] : ; | = ,+ * ? < > @ 

半角スペースのみ 

Windows パスワード 251 文字 

以上 

Windows パスワードは 250文字以内で入力してくださ

い。 

 

※NFM クラウド版クライアントは 64 文字以上の

Windows パスワードに対応しておりません。Windows

パスワードは 63 文字以内で入力してください。 

コンピュータ名 

※Windows アカウン

ト種別で「ローカ

ル」を選択した場合 

空 コンピュータ名が入力されていません。 

15 文字 

以上 

コンピュータ名は 15 文字以内で入力してください。 

文字種 半角英数字、記号以外（以下を除く）は使用できませ

ん。 

" / \[ ] : ; | = ,+ * ? < > @ 

半角スペースのみ 

ドメイン名 

※Windows アカウン

ト種別で「ドメイ

ン」を選択した場合 

空 ドメイン名が入力されていません。 

255 文字 

以上 

ドメイン名は 255 文字以内で入力してください。 

文字種 半角英数字、記号以外（以下を除く）は使用できませ

ん。 

" / \[ ] : ; | = ,+ * ? < > @ 

半角スペースのみ 

 

Windows アカウント情報の重複設定のチェック 

項目名 エラーメッセージ 

Windows アカウント名 重複した Windows アカウントが設定されています。 

コンピュータ名または 

ドメイン名 
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4.8. NFM 利用者（一般ユーザー）の利用準備 

システム管理者にて登録された NFM 利用者が、NFM クラウド版を利用可能になるまでの準

備をします。詳しくは『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュアル』をご参照く

ださい。 

 

 NFM 利用者（一般ユーザー）のご利用までの流れ 

 
 

※ 図中の章番号は『NeoFace Monitor クラウド版ユーザーズマニュアル』の章番号 

 

 

  

Windows 端末の準備と設定（第 2 章）※ 

NFM 利用者登録メールの受信とパスワードの変更（第 3 章）※ 

顔画像情報を利用して Windows ログオン（第 6 章）※ 

NFM クラウド版 クライアントソフトのインストール（第 4 章）※ 
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4.9. パスワード再発行 

管理ポータルへログインするパスワードを忘れてしまった場合、管理ポータルのログイン画

面にてパスワード再発行をします。詳しくは『NeoFace Monitor クラウド版 ユーザーズマニュ

アル』の「8.パスワード再発行」をご参照ください。 
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4.10. ライセンスの購入・登録 

無償利用期間が終了するまでにライセンスの購入、登録を行ってください。 

 

正式サービス利用開始までの流れ 

 
 

  

ライセンスキーの登録 

料金シミュレーション、ライセンスキーの購入 

正式サービス利用開始 
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4.10.1. 料金シミュレーション、ライセンスキーの購入 

下記サイトを参考に、料金のシミュレーションやライセンスキーの購入手続きを行ってくだ

さい。 

 

  https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/nfm-cloud/simulation.html 

 

購入手続きが完了すると、ライセンスキーが納品されます。 

 

 

  

https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/nfm-cloud/simulation.html
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4.10.2. ライセンスキーの登録 

「Appendix A. ライセンスキーの登録」を参照のうえ、ライセンスキー登録画面にて、購入

したライセンスキーの登録を行ってください。 
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4.11. 無償利用期間の終了日のお知らせ 

無償利用期間の終了日の 30 日前、20 日前、10 日前のタイミングで、利用期間内の有償ラ

イセンスの登録がない場合、テナントのシステム管理者全員に無償利用期間の終了日のお知

らせメールが届きます。 

無償利用期間の終了後も継続利用いただける場合は、無償利用期間の終了日までに「11. 

ライセンスキー管理」に沿って、ご対応をお願いします。 

無償利用期間の終了後は、顔認証による Windows ログオンができなくなります。あらかじ

め NFM クラウド版クライアントソフトをアンインストールしてください。 

 

無償利用期間の終了日のお知らせメール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版無償利用期間に関するお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございます。 

 

無償利用期間の終了日は YYYY/MM/DD（無償利用期間の終了日）です。 

無償利用期間の終了後も継続利用いただける場合は、無償利用期間の終了日までに 

『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュアル』の「ライセンスの購入・登録」 

に沿って、ご対応をお願いします。 

 

無償利用期間の終了後は、顔認証による Windows ログオンができなくなります。あら

かじめ NFM クラウド版クライアントソフトをアンインストールしてください。 
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4.12. 無償利用期間終了のお知らせ 

無償利用期間の終了日の翌日に利用期限内の有償ライセンスの登録がない場合、テナント

のシステム管理者全員に無償利用期間終了のお知らせメールが届きます。 

 

無償利用期間終了のお知らせメール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版無償利用期間終了のお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございます。 

 

無償利用期間は YYYY/MM/DD（無償利用期間の終了日）をもって終了したため、 

登録された顔画像をすべて削除いたしました。 

お申し込みいただいたテナントは YYYY/MM/DD（テナント削除日）まで有効ですので 

それまでにライセンスをご購入・ご登録いただき、顔画像を再登録いただければ 

引き続き正式サービスとしてご利用いただけます。 

 

正式サービスの利用をご希望の場合は、『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニ

ュアル』の「ライセンスの購入・登録」に沿って、ご対応をお願いします。 
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5. NFM 利用者情報の一括登録 

NFM 利用者情報の一括登録は、下記の手順で行います。 

 

順序 作業 

5.1 CSV ファイルの作成 

5.2 NFM 利用者顔画像ファイルの準備 

5.3 NFM 利用者一括登録の実行 

 

※管理ポータルを操作している Windows 端末に NeoFace Monitor クラウド版クライアント 

ソフトがインストールされていない場合、顔画像情報の一括登録を行うことができません。 
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5.1. CSV ファイルの作成 

NFM 利用者一括登録に使用する CSV ファイルを作成します。 

CSV ファイルの文字コードは、Shift_JIS または UTF-8（BOM なし）で作成します。 

 

項目レイアウト 

項目名 設定内容 

削除 NFM 利用者を削除するとき"D"、削除しないときは"" 

NFM 利用者 ID（メールアドレ

ス） 

登録する NFM 利用者 ID（メールアドレス） 

パスワード 登録するパスワード 

""のときはパスワードをクリアする 

"YES”、"NO"のときはパスワードを更新しない 

NFM 利用者（姓） 登録する NFM 利用者の姓 

NFM 利用者（ミドルネーム） 登録する NFM 利用者のミドルネーム、登録しないときは 

"" 

NFM 利用者（名） 登録する NFM 利用者の名 

表示画像 登録する顔画像ファイルの保存パス 

学習画像 値は反映されません。（学習画像はシステムで自動設定

されます） 

管理者 NFM 利用者をシステム管理者に設定するとき"1"、設定し

ないときは"0" 

Windows アカウント名 1 登録する Windows アカウント名 

コンピュータ名またはドメイ

ン名 1 

登録する Windows アカウントのログオン先のコンピュー

タ名またはドメイン名 

ローカル Windows アカウント

FL1 

ドメインアカウントのとき"0"、ローカル Windows アカ

ウントのとき"1" 

Windows パスワード 1 登録する Windows パスワード 

""のときは Windows パスワードをクリアする 

"YES”、"NO"のときはパスワードを更新しない 

：   ： 
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Windows アカウント名 5 Windows アカウント名 1 と同様 

コンピュータ名またはドメイ

ン名 5 

コンピュータ名またはドメイン名 1 と同様 

ローカル Windows アカウント

FL5 

ローカル Windows アカウント FL1 と同様 

Windows パスワード 5 Windows パスワード 1 と同様 

 

※一回に実行できる CSV データ件数の上限は 1000 件です。 

※Windows アカウント情報は NFM 利用者 1 名につき最大 5 件まで設定可能です。 
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5.2. NFM 利用者顔画像ファイルの準備 

NFM 利用者一括登録に使用する顔画像ファイルを準備します。 

 

顔撮影のときは下記に注意してください。 

・ カメラに向かって正面を向いてください。 

・ 顔をはっきり映してください。 

全体が暗いか、影などで顔がはっきり映っていない場合は、明るさを調整してください。 

また、背後に太陽光や照明の映り込みがある場合は、光源が入り込まないようにして 

ください。 

・ まばたきをしないでください。 

・ サングラスやマスクをしないでください。 

 

※顔画像の登録に関しては、事前にシステム管理者から各 NFM 利用者に対して 

氏名などの個人情報とあわせて顔画像を登録することの同意を取得してください。 

（NFM 利用者情報の一括登録での顔画像登録は上記合意を取得済とみなします） 
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5.3. NFM 利用者一括登録の実行 

NFM 利用者一括登録に使用する顔画像ファイルを準備します。 

 

メニューエリアから「インポート/エクスポート」を押下し、続いて「NFM 利用者一括登録

の実行」を押下し、NFM 利用者一括登録画面を表示します。 

CSV ファイルをドロップエリアにドロップ、または「ファイルを選択」ボタンを押下して

CSV ファイルを選択後、「一括登録する」ボタンを押下すると取込を開始します。 

 

NFM 利用者一括登録画面 

 
 

 

※実行時間は登録する画像の種類やサイズによって異なります。 

また、CSV ファイルの件数やネットワークの通信速度の状態によっては 

実行時間が長くかかる場合があります。 

 

画像 1 枚あたりの実行時間の目安 

5MP(2560x1920) bmp ファイル ： 5～7 秒 

5MP(2560x1920) jpg ファイル ： 1～3 秒 

5MP(2560x1920) png ファイル ： 3～5 秒 

VGA(640x480) bmp ファイル ： 1～3 秒 

VGA(640x480) jpg ファイル ： 1～3 秒 

VGA(640x480) png ファイル ： 1～3 秒 
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NFM 利用者一括登録が完了すると完了画面が表示されます。 

 

NFM 利用者一括登録完了画面 

 
 

登録が正常に行われたときは、登録された方のメールアドレスに利用の手順が記載されたメ

ールが届きます。 

登録された NFM 利用者 IDがメールアドレスでないときは、システム管理者宛てにメールが

届きます。 
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5.3.1. NFM 利用者一括登録エラーメッセージ一覧 

NFM 利用者一括登録で発生するエラーメッセージと対処方法について記載します。 

 

 エラーメッセージと対処方法一覧 

項目 エラーメッセージ 対処方法 

NFM 利用者 ID NFM 利用者 ID の形式が正

しくありません。 

NFM 利用者 ID が空欄、または 256 文

字を超過している場合に表示されま

す。 

 

256 文字以下の NFM 利用者 ID を記入

してください。 

NFM 利用者 ID(メールアド

レス)は半角英数字、記号

しか利用できません。 

NFM 利用者 ID に半角英数字以外の文

字が含まれる場合に表示されます。 

 

半角英数字、記号で構成された NFM

利用者 ID を記入してください。 

パスワード パスワードは 8 文字以上

で入力してください。 

利用者登録において、パスワードが

未記入、または 7 文字以下の場合に

表示されます。 

 

8 文字以上のパスワードを記入して

ください。 

パスワードの形式が正し

くありません。 

パスワードに半角英数字、記号以外

の文字が含まれている、または 256

文字以上の場合に表示されます。 

 

255 文字以下の半角英数字、記号で

構成されたパスワードを記入してく

ださい。 

NFM 利用者名（姓） NFM 利用者名（姓）が入力

されていません。 

NFM 利用者名（姓）が空欄の場合に

表示されます。 

 

NFM 利用者名（姓）を記入してくだ

さい。 

NFM 利用者名（姓）の形式

が正しくありません。 

NFM 利用者名（姓）が 81 文字以上の

場合に表示されます。 

 

80 文字以下の NFM 利用者名（姓）を

記入してください。 

NFM 利用者名（ミド

ルネーム） 

NFM 利用者名（ミドルネー

ム）の形式が正しくあり

ません。 

NFM 利用者名（ミドルネーム）が 81

文字以上の場合に表示されます。 

 

80 文字以下の NFM 利用者名（ミドル

ネーム）を記入してください。 
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NFM 利用者名（名） NFM 利用者名（名）が入力

されていません。 

NFM 利用者名（名）が空欄の場合に

表示されます。 

 

NFM 利用者名（名）を記入してくだ

さい。 

NFM 利用者名（名）の形式

が正しくありません。 

NFM 利用者名（名）が 81 文字以上の

場合に表示されます。 

 

80 文字以下の NFM 利用者名（名）を

記入してください。 

Windows アカウント

名 

Windows アカウント名{x}

が入力されていません。 

Windows アカウント名が記入されて

なく、その他の Windows アカウント

情報が記入されている場合に表示さ

れます。 

 

Windows アカウントを記入してくだ

さい。 

Windows アカウント名{x}

の形式が正しくありませ

ん。 

Windows アカウント名が、以下の条

件を満たさない場合に表示されま

す。 

・半角英数字、記号 

 ※以下の記号は使用できません。 

 " / \[ ] : ; | = ,+ * ? < > @ 

・20 文字以内 

・半角スペースのみではない 

 

上記条件を満たす Windows アカウン

ト名を記入してください。 

コンピュータ名また

はドメイン名 

コンピュータ名またはド

メイン名{x}が入力されて

いません。 

コンピュータ名またはドメイン名が

記入されてなく、その他の Windows

アカウント情報が記入されている場

合に表示されます。 

 

コンピュータ名またはドメイン名を

記入してください。 

コンピュータ名またはド

メイン名{x}の形式が正し

くありません。 

コンピュータ名またはドメイン名

が、以下の条件を満たさない場合に

表示されます。 

・半角英数字、記号 

 ※以下の記号は使用できません。 

 " / \[ ] : ; | = ,+ * ? < > @ 

・Windows アカウント FL が 0 場合、

15 文字以内 

・Windows アカウント FL が 1 場合、

255 文字以内 

・半角スペースのみではない 
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上記条件を満たすコンピュータ名ま

たはドメイン名を記入してくださ

い。 

Windows アカウント

FL 

Windows アカウント FL{x}

が入力されていません。 

Windows アカウント FL が記入されて

なく、その他の Windows アカウント

情報が記入されている場合に表示さ

れます。 

 

Windows アカウント FL を記入してく

ださい。 

Windows アカウント FL{x}

の形式が正しくありませ

ん。 

Windows アカウント FL が、0 または

1 以外の場合に表示されます。 

 

Windows アカウント FL に、0 または

1 を記入してください。 

Windows パスワード Windows パスワード{x}が

入力されていません。 

Windows パスワードが記入されてな

く、その他の Windows アカウント情

報が記入されている場合に表示され

ます。 

 

Windows パスワードを記入してくだ

さい。 

Windows パスワード{x}の

形式が正しくありませ

ん。 

Windows パスワードが、以下の条件

を満たさない場合に表示されます。 

・250 文字以内 

・半角英数字、記号 

 

※NFM クラウド版クライアントは 64

文字以上の Windows パスワードに対

応しておりません。Windows パスワ

ードは 63 文字以内で記入してくだ

さい。 

 

上記条件を満たす Windows パスワー

ドを記入してください。 

削除 削除列の形式が正しくあ

りません。 

削除列に"D"以外の文字が記入され

た場合に表示されます。 

 

削除列は空欄、または"D"を記入し

てください。 

NFM 利用者 ID 利用者 ID と一致する利用

者が存在しません。 

利用者削除の場合に、指定された利

用者が見つからない場合に表示され

ます。 

 

削除対象の利用者が間違いないか、

または既に削除済の利用者を削除し



 

 

5. NFM 利用者情報の一括登録 

44 

Copyright © NEC Corporation. 

ようとしてないか、ご確認くださ

い。 

自分自身を削除すること

はできません。 

ログイン中の利用者を削除しようと

した場合に表示されます。 

 

削除対象の利用者を除外するか、別

の NFM 利用者 ID でログインしてか

ら削除してください。 

表示画像 NFM 利用者情報は登録また

は更新されましたが、顔

画像の処理に失敗しまし

た。 

表示画像に記入したファイルパスに

画像ファイルが存在しない場合、ま

たは NFM 利用者一括登録を実行中の

Windows 端末に、NFM クライアント

ソフトがインストールされてない場

合に表示されます。 

顔画像の判別ができない場合は、エ

ラーになる場合があります。 

登録する顔画像については、「5.2. 

NFM 利用者顔画像ファイルの準備」

をご参照ください。 

 

画像ファイル名やパス名が正しくな

い場合は修正してください。 

NFM クライアントソフトがインスト

ールされてない場合は、インストー

ルしてください。 

- 処理が中断されました。 NFM 利用者一括登録中、中断した場

合に表示されます。 

 

必要に応じて再度 NFM 利用者一括登

録を実行してください。 

 

※Windows アカウントに関する{x}という表記は、紐づけ登録できるアカウント 1～5 の数字

を指します。 

 

※上記にないエラーは、サポート窓口にお問い合わせください。 
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6. NFM 利用者情報の一覧・変更・削除 

6.1. NFM 利用者一覧の表示 

NFM 利用者の一覧を確認することができます。 

 

メニューエリアから「NFM 利用者管理」を押下し、NFM 利用者一覧画面を表示します。 

 

NFM 利用者一覧画面 

 
 

 項目レイアウト 

項目名 説明 

検索条件展開ボタン NFM 利用者の検索条件欄を展開表示します。 

検索結果一覧 検索結果の一覧です。 

検索結果件数 検索結果の行数です。 

ページング 一覧の表示しているページを切替えます。 

 

 

  

検索結果件数 

ページング 

検索結果一覧 

検索条件展開ボタン 
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6.1.1. NFM 利用者の検索条件 

検索条件欄を展開表示します。変更する場合は、検索条件を入力してください。「検索す

る」ボタンを押下すると、検索条件に沿った検索結果一覧を表示します。 

 

 

 

NFM 利用者一覧の検索条件 

項目名 検索内容 

NFM 利用者 ID（メールアド

レス） 

検索する NFM 利用者 ID（メールアドレス）を入力します

（部分一致）。 

NFM 利用者名 検索する NFM 利用名を入力します（部分一致）。 

顔画像登録 顔画像登録の有無に関する条件を設定します。 

紐付け Windows アカウント

の有無 

紐付け Windows アカウントの有無に関する条件を設定しま

す。 

検索するボタン 検索条件による検索を実行します。 

クリアするボタン 検索条件をクリアします。 
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6.1.2. NFM 利用者の一覧項目 

NFM 利用者一覧の各項目について説明します。 

 

 

 

一覧表示の項目 

項目名 表示内容 

選択チェックボックス 利用者を削除する際の対象を選択します。 

NFM 利用者 ID NFM 利用者 ID です。 

NFM 利用者名（姓） NFM 利用者名（姓）です。 

NFM 利用者名（ミドルネーム） NFM 利用者名（ミドルネーム）です。 

NFM 利用者名（名） NFM 利用者名（名）です。 

顔画像 顔画像が登録されている場合はアイコンを表示します。 

アイコンを押下すると、顔情報の詳細画面へ遷移しま

す。 

管理者 管理者の場合はアイコンを表示します。 
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Windows アカウント名(*) 紐付け登録した Windows アカウント名です。 

コンピュータ名(*) 紐付け登録したコンピュータ名です。 

ドメイン名(*) 紐付け登録したドメイン名です。 

登録日時 利用者の登録日時です。 

状態 利用者の下記設定の状態を表示します。 

・顔画像登録の有無 

・紐づけ Windows アカウントの有無 

 

  (*)紐づけ登録した Windows アカウント#1～#5 の情報を表示します。 
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6.2. NFM 利用者情報の変更 

変更したい行の「変更する」ボタンを押下すると、変更用ダイアログが表示されます。 

 

NFM 利用者一覧画面（変更の例：初期状態） 

 
 

項目の値を変更し、「保存する」ボタンを押下してください。 

 

NFM 利用者一覧画面（入力可状態の例） 

 

 

  

① 変更するボタン 

を押下 

③入力後に保存する 

ボタンを押下 
②変更用のダイアログが 

表示されます 
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6.3. NFM 利用者情報の削除 

削除したい行にチェックを入れて「削除する」ボタンを押下します。 

 

NFM 利用者一覧画面（削除の例：初期状態） 

 
 

確認用ダイアログにて「削除する」ボタンを押下すると、対象の行が削除されます。 

 

※システム管理者の人数がゼロになってしまうような更新は実行できません。 

（更新時にエラーとなります） 

 

NFM 利用者一覧画面（削除：確認ダイアログの表示） 

①対象行にチェック 

を入れる 

② 削除するボタン 

を押下 

③ 確認用のダイアログが 

表示されます 

④ 削除するボタン 

を押下 
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7. NFM 利用者情報の一覧ファイル出力 

7.1. NFM 利用者情報の一覧ファイル出力 

NFM 利用者情報一覧出力機能を使用して、ユーザー情報の一覧をファイル出力可能です。 

 

メニューエリアから「インポート/エクスポート」を押下し、続いて「NFM 利用者一覧の出

力」を押下し、NFM 利用者一覧の出力画面を表示します。 

「出力する」ボタンを押下すると取込を開始します。 

※登録されているすべての NFM 利用者が出力されます。 

 

NFM 利用者一覧の出力画面 

 
 

 

項目レイアウト 

項目名 出力内容 

削除 固定値 "" 

NFM 利用者 ID（メールアドレ

ス） 

登録されている NFM 利用者 ID（メールアドレス） 

パスワード パスワードが登録されているとき"YES"、登録されて 

いないとき"NO" 

NFM 利用者（姓） 登録されている NFM 利用者の姓 
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NFM 利用者（ミドルネーム） 登録されている NFM 利用者のミドルネーム 

NFM 利用者（名） 登録されている NFM 利用者の名 

表示画像 顔画像が登録されているとき"YES"、登録されて 

いないとき"NO" 

学習画像 顔画像が登録されているとき"YES"、登録されて 

いないとき"NO" 

管理者 NFM 利用者をシステム管理者に設定するとき"1"、設定しな

いときは"0" 

Windows アカウント名 1 登録されている Windows アカウント名 

コンピュータ名またはドメイ

ン名 1 

登録されている Windows アカウントのログオン先のコンピ

ュータ名またはドメイン名 

ローカル Windows アカウント

FL1 

登録されている Windows アカウントがドメインアカウント

のとき"0"、ローカル Windows アカウントのとき"1" 

Windows パスワード 1 Windows パスワードが登録されているとき"YES"、登録され

ていないとき"NO" 

 ： ： 

Windows アカウント名 5 Windows アカウント名 1 と同様 

コンピュータ名またはドメイ

ン名 5 

コンピュータ名またはドメイン名 1 と同様 

ローカル Windows アカウント

FL5 

ローカル Windows アカウント FL1 と同様 

Windows パスワード 5 Windows パスワード 1 と同様 

 

※Windows アカウント情報は NFM 利用者 1 名につき最大 5 件まで出力されます。 
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8. 認証ログの確認 

8.1. 認証ログの検索 

ログビューアを使用して、顔認証の利用状況を確認可能です。 

 

メニューエリアから「ログビューア」を押下し、認証ログ検索画面を表示します。 

検索条件を入力して「検索」ボタンを押下します。 

 

認証ログの保存期間は 3 か月間となります。順次古いログから削除されますので 

必要に応じて CSV 出力のうえ保管ください。その際顔画像ログは出力されません。 

 

認証ログ検索画面 

 
 

 

認証ログの検索条件 

項目名 検索内容 

認証日時 検索範囲の日時を FROM～TO で指定します。 

認証結果 検索する認証結果の値を選択します。 

エラーコード 検索するエラーコードの値を選択します。 

※認証エラーコードは、「8.4. 認証エラーコード一覧」を

ご参照ください。 

認証手段 検索する認証手段の値を選択します。 
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認証場面 検索する認証場面の値をチェックします。 

Windows アカウント名 検索する Windows アカウント名の値を指定します。 

（前方一致にチェックすると値の先頭から比較します） 

ドメイン名 検索するドメイン名の値を指定します。 

（前方一致にチェックすると値の先頭から比較します） 

認証端末名 検索する認証端末の値を指定します。 

（前方一致にチェックすると値の先頭から比較します） 

サービスプロバイダーの

URL 

検索するサービスプロバイダーURL の値を指定します。 

（前方一致にチェックすると値の先頭から比較します） 
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8.2. 認証ログの一覧表示 

認証ログ検索画面にて「検索」ボタンを押下すると、該当する認証ログの一覧が表示され

ます。 

 

認証ログの一覧画面 

 
 

 

項目名 設定内容 

CSV 出力ボタン 検索結果の一覧をファイル出力します。 

検索結果件数 検索結果の行数です。 

検索結果一覧 検索結果の一覧です。認証日時を押下するとその行につ

いて詳細画面を表示します。 

ページング 一覧の表示しているページを切替えます。 

戻るボタン 検索条件画面に戻ります。 

 

 

  

CSV 出力ボタン 

検索結果件数 

戻るボタン ページング 

検索結果一覧 
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認証ログの一覧表示の項目 

項目名 表示内容 

認証日時 認証を行った日時です。押下するとその行について詳細

画面を表示します。 

認証結果 認証を行った結果です。 

認証手段 認証を行った手段です。 

Windows アカウント名 認証を行った Windows アカウント名です。 

ドメイン名 認証を行ったドメイン名です。 

認証端末名 認証を行った端末です。 

NFM 利用者 ID 

（メールアドレス） 

認証を行った NFM 利用者 ID （メールアドレス）です。 

認証場面 認証を行った場面です。 

クラウドサインイン 認証を行ったクラウドサービスです。 

エラーコード 認証エラーのエラーコードです。 

※認証エラーコードは、「8.4. 認証エラーコード一

覧」をご参照ください。 

顔画像 認証を行ったときの顔画像の有無を表示します。 
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8.3. 認証ログの詳細表示 

認証ログの一覧画面にて、認証ログの１つを押下すると、認証ログ詳細画面が表示されま

す。 

 

認証ログ詳細画面 
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認証ログの詳細項目 

項目名 表示内容 

顔画像 認証を行ったときの顔画像です。 

※「顔画像ログ出力ポリシー」で設定した場合のみ 

顔画像が登録されます。 

認証日時 認証を行った日時です。 

認証結果 認証を行った結果です。 

認証手段 認証を行った手段です。 

Windows アカウント名 認証を行った Windows アカウント名です。 

ドメイン名 認証を行ったドメイン名です。 

認証端末名 認証を行った端末です。 

NFM 利用者 ID  

（メールアドレス） 

認証を行った NFM 利用者 ID （メールアドレス）です。 

認証場面 認証を行った場面です。 

エラーコード 認証エラーのエラーコードです。 

※認証エラーコードは、「8.4. 認証エラーコード一

覧」をご参照ください。  

戻るボタン 押下すると一覧画面に戻ります。 
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8.4. 認証エラーコード一覧 

エラーコード 対処方法 

6A Windows 認証に失敗しました。 

NFM 利用者の登録で登録した Windows アカウントが正し

く登録されていることを確認してください。 

71 カメラが接続されていないか、利用できない状態です。 

カメラが正しく使えるか確認してください。 

72 異常が発生しました。 

OS を再起動してください。 

同じ症状が繰り返される場合は NFM クライアントソフト

を最新版に更新するか、再インストールしてください。 

74 他アプリケーションによるカメラ占有が発生しているた

め、常時認証が使用できません。 

カメラを使用している他アプリケーションを停止するこ

とで、常時認証が使用可能になります。 

83、84、A3、A4 顔認証に失敗しました。 

一定時間内に画面に指示されたとおりの顔の動きを実施

してください。 

8B、8C、8F、90、D8 顔認証に失敗しました。 

顔画像が正しく登録されていることを確認してくださ

い。 

同じ症状が繰り返される場合は、顔画像を削除した後、

再度登録し直してください。 

93、94 顔認証に失敗しました。 

顔画像が正しく登録されていることを確認してくださ

い。また、一定時間内に画面に指示されたとおりの顔の

動きを実施してください。 

同じ症状が繰り返される場合は、顔画像を削除した後、

再度登録し直してください。 

97、98、9B、9C、A7、A8 顔画像を検出できませんでした。 

もっとカメラに近づいてください。 

C8、C9、CA、CB、CC、CD 認証に失敗しました。 

テナント、NFM 利用者 ID（メールアドレス）、パスワー

ドが正しく入力されていることを確認してください。 

CE、CF、D0、D1、D2、D3、

D4、D5、D6、D7 

代替認証処理に失敗しました。 

代替認証コードが正しく入力されていることを確認して

ください。 

同じ症状が繰り返される場合は、代替認証コードを再度

登録し直してください。 
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9. システム設定 

9.1. Windows ログオン認証方式の設定 

Windows ログオン時・Windows ロック解除時の認証方式の設定を行います。 

（当画面の設定は Windows 端末向けの設定です。） 

 

メニューエリアから「設定」を押下し、続いて「Windows ログオン認証方式」を押下し、

Windows ログオン認証方式の設定画面を表示します。 

 

Windows ログオン認証方式の設定画面 

 
 

 

Windows ログオン認証方式の設定項目 

項目名 設定内容 

Windows ログオン時 認証手段 Windows ログオン時に利用する認証手段を設定します。 

Windows ログオン時 顔動き検

知 

NFM 認証の前に、ユーザーに意識的な動きのパターンを

指示する機能を設定します。 

Windows ロック解除時 認証手

段 

Windows ロック解除時に利用する認証手段を設定しま

す。 

Windows ロック解除時 顔動き

検知 

NFM 認証の前に、ユーザーに意識的な動きのパターンを

指示する機能を設定します。 

元に戻すボタン 押下すると初期表示時の値に戻ります。 

確定ボタン 押下すると入力内容を保存します。 

※パスワードを伴わない認証手段でも Windows アカウントの Windows パスワードが設定 
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されている必要があります。 

 

顔動き検知パターン 

顔動き検知の設定 顔動き検知の回数 

なし 0 回 

まばたき 1 回 

まばたき/視線右/視線左/顔振りのうち 1 回 1 回 

まばたき/視線右/視線左のうち 2 回 2 回 

まばたき/視線右/視線左/顔振りのうち 3 回 3 回 

 

設定したパターンの中から、顔動き検知の回数分ランダムに実施されます。 
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9.2. Windows ログオン認証ポリシーの設定 

Windows ログオン時・Windows ロック解除時の認証ポリシーの設定を行います。 

（当画面の設定は Windows 端末向けの設定です。） 

 

メニューエリアから「設定」を押下し、続いて「Windows ログオン認証ポリシー」を押下

し、Windows ログオン認証ポリシーの設定画面を表示します。 

 

Windows ログオン認証ポリシーの設定画面 

 
 

Windows ログオン認証ポリシーの設定項目 

項目名 設定内容 

学習画像の自動更新周期 学習画像を自動更新する周期を設定します。 

代替認証(Windows ログオン

認証) 

代替認証（パスワードによる認証）の有効/無効を設定

します。 

切替コマンド 1 の設定 キーの組み合わせを選択します。 

（未選択状態にできません。） 

切替コマンド 2 の設定 キーの組み合わせを選択します。 

切替コマンド 3 の設定 キーの組み合わせを選択します。 

切替コマンド 4 の設定 キーの組み合わせを選択します。 
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切替コマンドの 5 設定 キーの組み合わせを選択します。 

 

切替コマンドのチェック 

チェック内容 エラーメッセージ 

コマンドにて、１つ、または２つキー

を選択している場合 

切替コマンドが正しく設定されていません。 

切替コマンドの組み合わせに重複が存

在する場合 

切替コマンドに重複している設定があります。 
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9.3. 常時認証ポリシーの設定 

常時認証に関するポリシーの設定を行います。 

（当画面の設定は Windows 端末向けの設定です。） 

 

メニューエリアから「設定」を押下し、続いて「常時認証ポリシー」を押下し、常時認証

ポリシーの設定画面を表示します。 

 

常時認証ポリシーの設定画面 

 
 

常時認証ポリシーの設定項目 

項目名 設定内容 

常時認証有効/無効 常時認証の有効/無効を設定します。 

常時認証の周期 常時認証を行う間隔（秒）を設定します。 

認証時間 常時認証を行う時間（秒）を設定します。この時間内に認証

が成功しないと画面ロックになります。 

認証失敗許容回数 常時認証で顔認証に失敗したときの許容回数を設定します。 

元に戻すボタン 押下すると初期表示時の値に戻ります。 

確定ボタン 押下すると入力内容を保存します。 
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各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが 

表示されます。 

 

常時認証ポリシーの設定項目入力値チェック（自由入力値） 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

常時認証の周期 空 自由設定が入力されていません。 

60 未満、 

1000 以上 

自由設定は 60~999 の範囲で入力してください。 

半角数字 

以外の値 

半角数字で入力してください。 

認証時間 空 自由設定が入力されていません。 

1 未満、 

1000 以上 

自由設定は 1~999 の範囲で入力してください。 

半角数字 

以外の値 

半角数字で入力してください。 

認証失敗許容回数 空 自由設定が入力されていません。 

0 未満、 

1000 以上 

自由設定は 0~999 の範囲で入力してください。 

半角数字 

以外の値 

半角数字で入力してください。 
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9.4. 顔画像ログ出力ポリシーの設定 

Windows ログオン・Windows ロック解除時、常時認証時のログ出力を設定します。 

（当画面の設定は Windows 端末向けの設定です。） 

 

メニューエリアから「設定」を押下し、続いて「顔画像ログ出力ポリシー」を押下し、顔

画像ログ出力ポリシー（顔認証失敗時）の設定画面を表示します。 

 

顔画像ログ出力ポリシー（顔認証失敗時）の設定画面 

 
 

 

顔画像ログ出力ポリシーの設定項目 

項目名 設定内容 

Windows ログオン・Windows ロ

ック解除 

チェックすると Windows ログオン・Windows ロック解除

の顔認証失敗時にログを出力します。 

常時認証 顔認証失敗 チェックすると常時認証の顔認証失敗時にログを出力し

ます。 

元に戻すボタン 押下すると初期表示時の値に戻ります。 

確定ボタン 押下すると入力内容を保存します。 
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9.5. クラウドサインイン認証方式の設定 

クラウドサービスへのサインイン時の認証方式の設定を行います。 

（当画面の設定はスマート端末向けの設定です。） 

 

メニューエリアから「設定」を押下し、続いて「クラウドサインイン認証方式」を押下

し、クラウドサインイン認証方式の設定画面を表示します。 

 

クラウドサインイン認証方式の設定画面 

 
 

 

クラウドサインイン認証方式の設定項目 

項目名 設定内容 

認証手段 認証手段を顔認証のみか顔認証＋パスワードにするかを選択し

ます。 

顔動き検知 なりすましを抑止するため、顔認証時に要求する意識的な動作

の内容を設定します。 

代替認証 

(クラウドサインイン認証) 

代替認証コードによる認証を許可するかどうかを設定します。 

代替認証コード 代替認証を行う際に認証画面に入力するコードを設定します。 

クラウドサインイン 

準備状況 

常に「利用可能」と表示されます。 

元に戻すボタン 押下すると初期表示時の値に戻ります。 
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確定ボタン 押下すると入力内容を保存します。 

 

顔動き検知パターン 

顔動き検知の設定 顔動き検知の回数 

なし 0 回 

目を閉じる 1 回 

目を閉じる/顔右向き/顔左向きのうち 1 回 1 回 

目を閉じる/顔右向き/顔左向きのうち 2 回 2 回 

目を閉じる/顔右向き/顔左向きのうち 3 回 3 回 

 

設定したパターンの中から、顔動き検知の回数分ランダムに実施されます。 

 

各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが 

表示されます。 

 

クラウドサインイン認証方式の設定項目入力値チェック（自由入力値） 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

代替認証コード 空 

(代替認証 

有効の場合) 

代替認証コードは必須です。 

半角英数字 

以外の値 

代替認証コードの形式が正しくありません。 
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10. シングルサインオン設定 

本章では、他のクラウドサービスへのシングルサインオンを行うために必要となる SSO メタ

データの設定方法とクラウドサービスごとの設定について説明します。

 

 

No. 作業 

10.1 SSO メタデータの登録 

10.2 SSO 追加設定 

10.3 SSO 証明書 

 

NFM 利用者 ID とご利用になるクラウドサービスのアカウントに関する注意事項がありますの

で、「4.7.1.NFM 利用者の新規登録」をご参照ください。 
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10.1. SSO メタデータの登録 

SSO メタデータ一覧画面で登録済みのメタデータの表示を行います。 

 

メニューエリアから「SSO メタデータ管理」を押下し、SSO メタデータ一覧画面を表示し

ます。 

最初の状態では、登録済みのメタデータはありません。シングルサインオンに必要なメタ

データを登録してください。 

 

SSO メタデータ一覧画面 

 
 

 一覧表示の項目 

項目名 設定内容 

サービス名 登録されているサービス名 

表示名 ログイン画面に表示されるサービスの名称 

エンティティ ID メタデータに登録する一意の ID 

※同じエンティティ IDで複数のメタデータ登録を行うこと

はできません。 
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10.1.1. SSO メタデータの新規登録 

SSO メタデータ一覧画面で「追加する」ボタンを押下してください。 

※登録後、サービスに設定が反映されるまで 15 分ほど要します 

 

SSO メタデータ一覧画面 
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「追加する」ボタンを押下すると、登録用のダイアログが表示されます。 

必要な項目を入力し、「保存する」ボタンを押下してください。 

 

 SSO メタデータ一覧画面（新規登録の例） 

 
 

設定項目 

項目名 項目の説明 

サービス名 登録するサービス名を下記から選択してください。 

「Cybozu」「Google Workspace」「その他サービス」 

エンティティ ID メタデータに登録する一意の ID 

※設定内容は登録するサービスで異なります。 

表示名(日) ログイン画面に表示されるサービスの名称（日本語） 

表示名(英) ログイン画面に表示されるサービスの名称（英語） 

ACS_URL ログイン完了後にリクエストする URL 

※「その他サービス」選択時のみ表示、入力可能になります。 
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サービス名で「Cybozu」を選択した場合の設定内容 

項目名 設定内容 

エンティティ ID https://<Cybozu テナント>.cybozu.com 

※<Cybozu テナント>は契約毎に異なります。 

表示名(日) 任意 

表示名(英) 任意 

 

サービス名で「Google Workspace」を選択した場合の設定内容 

項目名 設定内容 

エンティティ ID google.com/a/＜Google ドメイン名＞ 

※＜Google ドメイン名＞は Google Workspace の 

 プライマリ ドメイン名が入ります。 

表示名(日) 任意 

表示名(英) 任意 

 

サービス名で「その他サービス」を選択した場合の設定内容 

項目名 設定内容 

エンティティ ID 対象サービスのエンティティ ID 

（例：サイボウズの場合は 

https://<Cybozu テナント>.cybozu.com 

※<Cybozu テナント>は契約毎に異なります。） 

表示名(日) 任意 

表示名(英) 任意 

ACS_URL ログイン完了後にリクエストする URL 

（例：サイボウズの場合は 

https://<Cybozu テナント>.cybozu.com/saml/acs 

※<Cybozu テナント>は契約毎に異なります。） 

 

※その他サービスでシングルサインオンを行う場合、SP initiated SSO のみ対応となり

ます。Shibboleth-SP など、相互に証明書の登録が必要となるクラウドサービスには対応

しておりません。また、各クラウドサービスの連携仕様によりシングルサインオンができ

ない場合があります。 

 

※「その他サービス」に Cybozu の例を掲載していますが、Cybozu をご利用の場合は 

サービス名として「その他サービス」ではなく、「Cybozu」を選択してください。 
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エラーメッセージが表示されたときは、メッセージの内容を確認して 

入力内容を修正したうえで、「保存する」ボタンを押下してください。 

 

 

SSO メタデータ登録画面（エラーの例） 

 
 

 

各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが 

表示されます。 

 

メタデータの設定項目入力値チェック 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

サービス名 空 サービスが選択されていません。 

エンティティ ID 空 エンティティ ID が入力されていません。 

256 文字 

以上 

エンティティ ID は 255 文字以内で入力してくださ

い。 

重複 － 

※メッセージなし 

表示名(日) 空 表示名（日）が入力されていません。 

21 文字 

以上 

表示名（日）は 20 文字以内で入力してください。 

表示名(英) 空 表示名（英）が入力されていません。 
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21 文字 

以上 

表示名（英）は 20 文字以内で入力してください。 

ACS_URL 空 ACS_URL が入力されていません。 

※サービス名が「その他サービス」の場合 

半角英数字・ 

記号以外 

ACS_URL には半角英数字、記号のみ利用できます。 

※サービス名が「その他サービス」の場合 
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10.1.2. メタデータの削除 

メタデータ一覧のチェック項目にチェックを行い、「削除する」ボタンを押下してくだ

さい。 

 

メタデータ一覧画面 

 
 

 

  

① 削除対象に 

チェック 

②削除するボタン 

を押下 
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10.2. SSO 追加設定 

10.2.1. Cybozu 利用時の追加設定 

Cybozu 利用時には、Cybozu サイト側にて以下の追加設定が必要となります。 

追加手順の詳細は、以下のリンクをご確認ください。 

 

・SSO 設定 

[https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_saml/saml_settings.html] 

※設定値は以下をご参照ください。 

Identity Provider の SSOエンドポイント URL（HTTP-Redirect） 

[https://sso.neofacemonitor.com/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO] 

cybozu.com からのログアウト後に遷移する URL 

任意（例：cybozu.com のログイン URL） 

Identity Provider が署名に使用する公開鍵の証明書 

idp-signing.cer 

※内容は「10.3. SSO 証明書」をご参照ください。 

 

・注意事項 

[https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_saml/saml_restriction.html] 

 

 

  

https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_saml/saml_settings.html
https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_saml/saml_restriction.html
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10.2.2. Google Workspace 利用時の追加設定 

Google Workspace 利用時には、Google Workspace サイト側にて以下の追加設定が必要と

なります。 

追加手順の詳細は、以下のリンクをご確認ください。 

 

・SSO 設定 

[https://support.google.com/a/answer/6349809] 

※設定値は以下をご参照ください。 

ログインページの URL 

[https://sso.neofacemonitor.com/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO] 

ログアウトページの URL 

任意（例：google.com のログイン URL） 

ドメイン固有の発行元を使用 

チェックをする 

確認用の証明書 

idp-signing.cer 

※内容は「10.3. SSO 証明書」をご参照ください。 

 

  

https://support.google.com/a/answer/6349809
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10.2.3. その他サービスを利用時の追加設定 

Cybozu と GoogleWorkspace 以外のその他サービスを利用する場合は、クラウドサービス 

に対して NeoFace Monitorクラウド版から利用するための設定が必要となります。クラウ 

ドサービス側の設定手順に従って設定してください。 

NeoFace Monitor クラウド版の確認用の証明書は以下となります。 

 

・SSO 設定 

確認用の証明書 

idp-signing.cer 

※内容は「10.3. SSO 証明書」をご参照ください。 
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10.3. SSO 証明書 

10.3.1. SSO 証明書のダウンロード 

シングルサインオン接続に必要な証明書のダウンロードを行います。 

 

サブメニューボタンを押下し、サブメニューエリアから「SSO 証明書 DL」を押下します。 

「ダウンロード」ボタンを押下すると証明書ファイルのダウンロードを開始します。 

 

ファイル名：idp-signing.cer 

 

SSO 証明書 ダウンロード画面 

 
 

ブラウザによっては、ダイアログが表示されるので、「保存」ボタンを押下してください。 

※以下のダイアログは、「Microsoft Edge バージョン 99.0.1150.46」での表示です。 
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11. ライセンスキー管理 

本章では、購入したライセンスキーの管理方法について説明します。 

 

11.1. ライセンスキー型番種別 

  ライセンスキーには、以下の型番種別が存在します。 

 

ライセンスキー型番種別 

種別名 内容 利用期限 利用可能 ID 数 

無償利用 無償利用のライセンスキーです。 

利用期限は 2 か月固定となります。 

テナントを登録した際に自動発行されます。 

 

あり 

（2 か月） 

100 名 

クラウド SW

ストア型番 

NEC の Web ストア（クラウド SW ストア）か

らオンライン購入するライセンスキーです。 

自動課金による利用となるため、利用期限は

ありません。 

 

なし 1 名 

10 名 

100 名 

1000 名 

パック型番 クラウド SW ストアの販売に対応できない販

売店（代理店）に販売するライセンスキーで

す。 

利用期限が存在し、期限を超過するとライセ

ンスキーは無効となります。 

 

あり 

（1～12 か月） 

1 名 

10 名 

100 名 

1000 名 
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11.2. ライセンスキー一覧 

テナントに登録されているライセンスキーの管理を行います。 

 

メニューエリアから「ライセンスキー管理」を押下し、ライセンスキー管理(一覧）画面

を表示します。初期状態では、テナント申し込み時に発行された無償利用ライセンスが 1 件

表示されます。 

 

 ライセンスキー管理（一覧）画面 

 
 

項目レイアウト 

項目名 出力内容 

期限切れライセンスキーを表示する

チェックボックス 

チェックを入れると、期限切れまたは無効となった

ライセンスキーを表示します。 

追加するボタン ライセンスキー入力（追加登録）ダイアログを表示

します。 

ライセンスキー一覧 ライセンスキーの一覧を表示します。 

延長するボタン ライセンスキー入力（延長登録）ダイアログを表示

します。 

パック型番のライセンスキーにのみ表示されます。 

利用可能 ID 情報

エリア 

利用可能 ID 数の

合計 

現在の利用可能 ID 数の合計です。 

無償利用期間中は無制限のため空欄となります。 

現在利用中の ID

数 

現在、テナント内で顔認証を利用している利用者数

です。 

※顔認証利用＝顔画像登録した利用者となります。 

ライセンスキー一覧 

期限切れライセンスキーを表

示するチェックボックス 

追加するボタン 

利用可能 ID 情報エリア 

延長するボタン 
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残 ID 数 利用可能 ID 数の合計から、現在利用中の ID 数を差

し引いた ID 数です。 
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11.2.1. ライセンスキー一覧の項目 

ライセンスキー管理（一覧）画面 

 

一覧表示の項目 

項目名 表示内容 

型番 型番です。 

製品名 製品名です。 

利用可能 ID 数 利用可能 ID 数です。 

利用開始 利用開始した日付です。 

利用期限 利用期限の日付です。 

クラウド SW ストア型番の場合は「なし」と表示されま

す。 

延長するボタン ライセンスキー入力（延長登録）ダイアログを表示しま

す。 

パック型番のライセンスキーにのみ表示されます。 
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11.3. ライセンスキー入力（追加登録） 

ライセンスキーの追加登録を行います。 

ライセンスキーを追加登録する場合、以下の制限があります。 

 

利用可能 ID 数 
初回登録時は 10 人以上、2 回目以降は制限なし 

（パック型番、クラウド SW ストア型番共通） 

パック型番の期間 12 か月（クラウド SW ストア型番は対象外） 

 

 ライセンスキー入力（追加登録）ダイアログ 

 
 

項目レイアウト 

項目名 出力内容 

ライセンスキー入力欄 ライセンスキーを入力します。 

ライセンスキーは複数行の入力が可能です。 

追加するボタン 入力したライセンスキーを登録対象に追加します。 

ライセンスキーを追加後、ライセンスキー入力エリ

アの下にライセンスキー詳細エリアが表示されま

す。 

キャンセルボタン ダイアログを閉じます。 

登録するボタン 追加したライセンスキーを登録します。 

 

  

キャンセルボタン 

追加するボタン ライセンスキー入力欄 

登録するボタン 
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 ライセンスキー入力（追加登録）ダイアログ（ライセンスキー追加後） 

 
 

項目レイアウト 

項目名 出力内容 

詳細ボタン 追加したライセンスキーの詳細を表示します。 

削除ボタン 追加したライセンスキーを削除します。 

 

※無償利用期間中にライセンスキーの登録を行った場合、無償利用期間が終了するまで、ラ

イセンスキー一覧の利用可能 ID 数の合計の値に反映されません。 

 

 

  

詳細ボタン 削除ボタン 
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11.3.1.ライセンスキー入力（追加登録）項目 

ライセンスキー入力（追加登録）ダイアログ 

 

表示項目 

項目名 表示内容 

型番 追加したライセンスキーの型番です。 

製品名 追加したライセンスキーの製品名です。 

利用可能 ID 数 追加したライセンスキーの利用可能 ID 数です。 

カッコ内はライセンスキー追加により増加する利用可能

ID 数です。 

パック型番の期間（か月） 追加したライセンスキーのパック型番の期間です。 

クラウド SW ストア型番の場合は空欄になります。 

利用開始 追加したライセンスの利用開始日付（年月）です。 

利用期限 追加したライセンスの利用期限日付（年月）です。 
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11.3.2. ライセンスキー入力（追加登録）の設定項目入力値チェッ

ク 

各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが

表示されます。 

 

設定項目の入力値チェック 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

ライセンスキー 空 ライセンスキーが入力されていません。 

文字数 ライセンスキーは 100 文字以内で入力してく

ださい。 

文字種 ライセンスキーは半角英数字、記号しか利用

できません。 

パック型番とクラウド

SW ストア型番のライ

センスキーが混在 

追加するライセンスキーに異なる型番種別が

混在しています。 

パック型番の期間が

11 か月以下 

追加するライセンスキーのパック型番の期間

は、12 か月としてください。 

追加した利用可能 ID

数の合計が 9 人以下 

追加するライセンスキーの利用可能 ID 数の合

計は、10 人以上としてください。 

存在しないライセンス

キー 

ライセンスキーは存在しません。 

他テナントで登録済み

のライセンスキー 

ライセンスキーは登録済みです。 

ダイアログに追加済み

のライセンスキー 

ライセンスキーが重複しています。 
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11.3.3. ライセンス登録完了のお知らせ 

 ライセンスキーの追加登録（または、ライセンスキーの延長登録）が完了した場合、 

テナントのシステム管理者全員にライセンス登録完了のお知らせメールが届きます。 

 

ライセンス登録完了のお知らせメール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版ライセンス登録完了のお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございます。 

 

ご利用中のテナントでのライセンス登録を受け付けました。 

＜型番＞：＜ライセンスキー＞：＜人数＞名分 YYYY/MM/DD まで 
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11.4. ライセンスキー入力（延長登録） 

ライセンスキーの延長登録を行います。 

ライセンスキーを延長登録する場合、以下の制限があります。 

 

型番種別 パック型番であること 

利用可能 ID 数 延長するライセンスキーの利用可能 ID 数と同じであること 

 

 ライセンスキー入力（延長登録）ダイアログ 

 
 

項目レイアウト 

項目名 出力内容 

ライセンスキー入力欄 ライセンスキーを入力します。 

検証するボタン ライセンスキーの検証を行います。 

キャンセルボタン ダイアログを閉じます。 

延長するボタン 当該ライセンスキーを延長します。 

 

 

  

ライセンスキー入力欄 

延長するボタン 

キャンセルボタン 

検証するボタン 
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11.4.1.ライセンスキー入力（延長登録）項目 

ライセンスキー入力（延長登録）ダイアログ 

 

表示項目 

項目名 表示内容 

型番 ライセンスキーの型番です。 

製品名 ライセンスキーの製品名です。 

利用可能 ID 数 ライセンスキーの利用可能 ID 数です。 

パック型番の期間（か月） ライセンスキーのパック型番の期間です。 

利用開始 ライセンスの利用開始日付（年月）です。 

利用期限 ライセンスの利用期限日付（年月）です。 
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11.4.2. ライセンスキー入力（延長登録）の設定項目入力値チェッ

ク 

各項目について入力内容のチェックを行い、入力にエラーがあると以下のメッセージが

表示されます。 

 

設定項目の入力値チェック 

項目名 入力値 エラーメッセージ 

ライセンスキー 空 ライセンスキーが入力されていません。 

文字数 ライセンスキーは 100 文字以内で入力してく

ださい。 

文字種 ライセンスキーは半角英数字、記号しか利用

できません。 

パック型番以外のライ

センスキー 

パック型番のライセンスキーを入力してくだ

さい。 

利用可能 ID 数が異な

る 

利用可能 ID 数が延長するライセンスキーと異

なっています。 

存在しないライセンス

キー 

ライセンスキーは存在しません。 

他テナントで登録済み

のライセンスキー 

ライセンスキーは登録済みです。 
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11.5. 利用可能 ID 数の超過による利用者の削除について 

利用中のライセンスキーが下記条件に合致した場合、ライセンスキーが無効となります。 

 

クラウド SW ストア型番 ライセンスキーの無効化操作が行われた 

パック型番 ライセンスキーの利用期限を超過した 

 

その際、顔認証を利用中の利用者数が、ライセンスキーの利用可能 ID 数の合計を超過した

状態が発生します（以降、「利用可能 ID 超過状態」と表記します）。 

 

 ライセンスキー管理（一覧）画面（利用可能 ID 超過状態） 

 
 

 利用可能 ID 超過状態が発生した場合、本サービスでは月次処理にて、以下の条件で超過した

ID 数分、『利用者の顔画像』の自動削除を行います。 

 

対象 顔認証を利用中の利用者 

順序 登録日時が若い順（直近に登録した利用者） 

 

 自動削除を回避する場合は、以下のご対応をお願いします。 

 

 ・ライセンスキーの追加登録、延長登録で利用可能 ID 数が超過しないようにする 

 ・顔認証を利用していない利用者の顔画像を削除し、利用可能 ID 超過状態が発生しないよう

調整する 

 

  ※顔画像を登録している利用者の検索については「6.1.1. NFM 利用者の検索条件」をご覧

ください。 
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11.6. ライセンス利用期間の終了日のお知らせ 

登録されているパック型番ライセンスの利用期間終了日の 90 日前、30 日前、20 日前、10

日前のタイミングで、テナントのシステム管理者全員にライセンス利用期間終了のお知らせ

メールが届きます。 

有償ライセンスを延長登録される場合は、「11.4. ライセンスキー入力（延長登録）」を 

ご参照ください。 

 

ライセンス利用期間の終了日のお知らせメール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版ライセンス期間に関するお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございます。 

 

現在ご利用中のパック型番ライセンスは下記の通りです。 

＜型番＞：＜ライセンスキー＞：＜人数＞名分 YYYY/MM/DD まで 

＜型番＞：＜ライセンスキー＞：＜人数＞名分 YYYY/MM/DD まで 

 

ライセンスの利用期間が終了し、利用可能 ID 数が超過状態になると、超過した ID 数

分だけ利用者の顔画像が削除され、顔認証が利用できなくなる場合があります。 

詳しくは『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュアル』の「利用可能 ID 数の

超過による利用者の削除について 」をご覧ください。 

顔認証の継続利用を行わない利用者の情報は削除をお願いします。 

 

ライセンスをご購入いただいた販売店様または NEC 営業までご連絡ください。 
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11.7. ライセンス利用期間終了のお知らせ 

ライセンス利用期間の終了日の翌日に利用期間内の有償ライセンスの登録がない場合、テ

ナントのシステム管理者全員にライセンス利用期間の終了のお知らせメールが届きます。 

 

ライセンス利用期限終了のお知らせメール 

（件名：NeoFace Monitor クラウド版ライセンス期間終了のお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございます。 

 

パック型番ライセンス利用期間は YYYY/MM/DD（利用期間の終了日）をもって終了した

ため、登録された顔画像をすべて削除いたしました。 

お申し込みいただいたテナントは YYYY/MM/DD（テナント削除日）まで有効ですので 

それまでにライセンスをご購入・ご登録いただき、顔画像を再登録いただければ 

引き続き正式サービスとしてご利用いただけます。 

 

引き続きご利用をご希望の場合は、『NeoFace Monitor クラウド版 運用管理マニュア

ル』の「ライセンスの購入・登録」に沿って、ご対応をお願いします。 
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12. テナント削除 

12.1. テナント削除のお知らせ 

 ライセンス利用期間終了から 1 か月以内に有償ライセンスの登録がなかったテナントを削

除します。テナント削除後にテナントのシステム管理者全員にテナント削除のお知らせメー

ルが届きます。 

 

テナント削除のお知らせメール 

（件名：NoeFace Monitor クラウド版テナント削除のお知らせ） 

 

<システム管理者名> 様 

 

NeoFace Monitor クラウド版にお申し込みいただいたテナントを削除しました。 

NeoFace Monitor クラウド版をご利用いただきありがとうございました。 
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Appendix A. ライセンスキーの登録 

本章では、購入したライセンスキーの登録手順について説明します。 

 

1. ライセンスキーを準備します。 

 

 

2. システム管理者で管理ポータルにログインします。 

 

 
 

3. メニューエリアから「ライセンスキー管理」を押下し、ライセンスキー管理画面を表

示します。 

画面の詳細については「11.2. ライセンスキー一覧」をご覧ください。 
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4. ライセンスキー管理画面から「追加する」ボタンを押下し、ライセンスキー入力（追

加登録）ダイアログを表示します。 

画面の詳細については「11.3. ライセンスキー入力（追加登録）」をご覧ください。 

 

 
 

5. ライセンスキー入力（追加登録）ダイアログから、購入したライセンスキーを入力し、

「追加する」ボタンを押下してください。 
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6. 追加入力したライセンスキーの情報がダイアログ上に表示されるので、「詳細ボタン」

を押下してご確認後、間違いがなければ「登録する」ボタンを押下してください。 

 

 
 

7. ライセンスキーの登録確認メッセージが表示されるので、「登録する」ボタンを押下

してください。 
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8. ライセンスキー管理画面のライセンスキー一覧に、登録したライセンスが表示されて

いれば、登録完了です。 

 

 
 

※無償利用期間中にライセンスキーの登録を行った場合、無償利用期間が終了するまでライセ

ンスキー一覧の利用可能 ID 数の合計の値に反映されません。 
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