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１．本ドキュメントに関して 

1.1 本ドキュメントの目的 
　スキルパックの一括インストールに必要となる設定ファイル（CSVファイル）の仕様を整

理するとともに、実際の使用方法を紹介します。 

1.2 本ドキュメントの対象読者 
● 法人ユーザー 

1.3 当該機能を利用する上での前提事項 
 

● インストール対象スキルパックが【非公開】かつ【無料】であること 
● 操作ユーザーが法人ユーザーであること 
● 対象ユーザーはユニボの所有者であること 
● 対象ユーザーが操作ユーザーと同じ法人のユーザーであること 

 
※ 用語説明 

● 操作ユーザー:インストール対象スキルパック開発者 
● 対象ユーザー:スキルパックインストール対象ユニボの所有者 
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2. 設定ファイル（CSVファイル）の仕様 
　設定ファイルの仕様は、下記のとおりです。 

2.1 ファイルの文字コード 
　設定ファイルの文字コードは、Shift-JISになっています。 

2.2 設定データ 

設定内容 <unibo_id>,<unibo_owner_id>,<auto_update_flg>,<delete_flg> 

2.3 各項目の内容 

項目 型 必須 説明 

unibo_id 数値 ◯ インストール対象のユニボID 

unibo_owner_id 数値 ◯ 上記ユニボのオーナーID 

auto_update_flg 文字列 ◯ 本スキルパックを自動アップデートさ

せるかどうかを判定するフラグ 
true or false 

delete_flg 文字列 ◯ 一括インストール対象から外すか否か

を判別するフラグ 
true or false 

error_message 文字列  設定後のファイルのみに記載されます 

※すべての文字は半角英数字 

2.4 エラーメッセージ 
　下記のような場合に、error_messageが記載されます。 
 
2.4.1 成功ケース 
 
 

エラー内容 ● なし 

表示内容 ● operation success 

 
2.4.1 エラーケース１ 
 

エラー内容 ● 存在しないユーザーID、ユニボIDが設定されている場合 
● 対象ユーザーが操作ユーザーと同じ法人に属していない場合 
● 対象ユーザーIDが対象ユニボの所有者でない場合 
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表示内容 ● 対象スキルパックがインストールされていません 
● 指定されたユーザーの所有するユニボには一括設定はできません 

 
2.4.2 エラーケース２ 
 

エラー内容 ● 不正操作 

表示内容 ● スキルパックの操作権限がありません 
● 対象スキルパックには実施できない操作です 

 
2.4.3 エラーケース３ 
 

エラー内容 ● 各種フラグに"true" or "false"以外が設定されている場合 
● csvがフォーマットと異なる場合 

表示内容 ● csv format error 

3. 一括インストール登録・変更・削除の共通手順 

3.1 一括インストール画面の表示 
　一括インストール画面は、デベロッパーの「スキルパック更新」より「デベロッパースキ

ルパック一覧」に移動していただき、一括インストール画面に進んでください。 
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3.2 スキルパックの登録 
　事前に、一括インストールを行うスキルパックの登録を行ってください。ここでは、登録

手順などは省略いたします。 
 
3.2.1 インストール可能ユニボの情報取得 
　一括インストール画面より、インストール可能ユニボの情報となるCSVファイル（

skillpack_***_bulk_install_target_list_****.csv）を取得してください。　 

 
3.2.2 CSVファイルの編集 
　取得したCSVファイルを元に、上記 「2. 設定ファイル（CSVファイル）の仕様」を参考

に、一括インストールの設定を行って下さい。 
　なお、{unibo_owner_name} は参考のために記載されています。 
 

{unibo_id},{unibo_owner_id},{unibo_owner_name},{auto_update_flg} 
285,464,デモ1,false 
286,465,デモ2,false 
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3.2.3 CSVファイルの修正 
　例えば、デモ2にのみ対象スキルパックを自動アップデートフラグを有効にして、インス

トールする場合は、下記のようにファイルを修正します。 
　なお、一行目の内容は情報として無視されるので、削除してもそのままでもどちらでも構

いません。 
 
一例： 

{unibo_id},{unibo_owner_id},{unibo_owner_name},{auto_update_flg} 
286,465,true,false 
 

3.2.4 CSVファイルのアップデート 
　上記で修正したCSVファイルを一括インストール画面よりアップロードして、設定を行う

ことで、ユニボ側でインストール処理が実施されます。 
 

 
3.2.5 アップデート結果の確認 
　「設定」すると、 CSVファイル（skillpack_***_bulk_install_setting_result_***.csv）がダ

ウンロードされます。 
　このCSVファイルを開くと、設定の状態がわかるようになってます。 
 
一例： 
{unibo_id},{unibo_owner_id},{unibo_owner_name},{auto_update_flg},"csv format error" 
286,465,true,false,"operation success" 
 
　また、インストール対象に設定したユニボを確認すると、習得済みスキルパックとして、

情報が登録されています。 
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3.3 一括インストール済みユニボの確認 
　一括インストール設定画面の下記のところから、CSVファイル（

skillpack_***_bulk_installed_list_***.csv）が取得できます。 

 
取得したCSVファイルには、対象スキルパックをインストールしたユニボがリストで記載さ

れています。 
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一例： 

{unibo_id},{unibo_owner_id},{unibo_owner_name},{auto_update_flg} 
286,465,デモ2,true 

3.4 設定の変更 
　インストール情報を変更する場合には、「3.3 一括インストール済みユニボの確認」で取

得したCSVファイルを活用ください。 
　設定項目については、 「2. 設定ファイル（CSVファイル）の仕様」を参考ください。 

3.5 設定の一括削除 
　一括インストールの設定をすべてクリアして、パッケージを削除する場合は、下記の一括

削除より行えます。 
 

 
 
　削除する場合は、下記のダイアログが表示されますので、ご確認の上、削除ください。な

お、開発者のユニボがリストに登録されている場合は、そのユニボもパッケージの削除対象

になるため、ご注意ください。 
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　もし、誤って削除してしまった場合には、スキルパックの公開範囲修正より再度共有する

アカウントを追加してください。 
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