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MeetingPlaza には次のマニュアルがあります。目的に応じて参照してください。 

 

 はじめての会議マニュアル 
はじめて Web会議に参加するとき 

  

 会議室管理者操作マニュアル 
会議室を作成について 

 

 利用者向けリファレンスマニュアル 
詳細な機能や操作方法について 

 

 システム管理者向けリファレンスマニュアル 
会議室や利用者の管理について(オンプレミス用) 

 

 主催者または特権ユーザー・講演者マニュアル 
上記マニュアルの補足、付属資料 

 

 MeetingPlaza for Mac 操作マニュアル 
Macで Web会議に参加するとき 

 

 MeetingPlaza Mobile iPad / iPhone 操作マニュアル 
iPad / iPhoneで Web会議に参加するとき 

 

 MeetingPlaza Mobile Android 操作マニュアル 
Androidで Web会議に参加するとき 

マニュアルの種類 
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1 はじめに 

このたびは、MeetingPlaza をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

本書は、MeetingPlaza のシステム管理者向けの機能を説明したものです。 

本書の内容を良くお読みいただき、MeetingPlaza の利用にお役立てください。 

1-1 本書の見方 

本書では、MeetingPlazaの会議室画面を説明するとき、「」と［］を次のように使い

分けます。 

「」を使う箇所： 画面に表示されている文を説明するとき 

［］を使う箇所： 画面に表示されている選択肢や設定値を説明するとき 

 

（画面の例） 

 

 

（説明の例） 

「ネットワーク環境を選択して入力」の値を [FTTH （送信：1.0Mbps、受信：

3.0Mbps）] に設定します。 

本書では、記述内容に関連するヒントや注意を、次のように示します。 

ヒントまたは注意の内容 

 

1-2 Web 会議とは？ 

パソコン（Webブラウザー1）、マイク・スピーカー、カメラなどを使用して行う、イン

ターネットを介した遠隔会議です。 

                                                   
1 インターネットを閲覧するためのプログラム。Internet Explorer など。 
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1-3 MeetingPlaza で何ができるか？ 

MeetingPlazaには、次のような豊富な機能があります。 

 音声、映像、チャット、ホワイトボードを使って、会議の参加者間でコミュニケーションを

することができます。 

 会議の参加者同士で、Microsoft PowerPoint などの電子ファイル、参加者のパソコン

で動くアプリケーションプログラムの画面、インターネット上の Web ページを、同時に見

ることができます。 

1-4 会議に参加するために必要な機器 

MeetingPlazaを利用するためには、パソコン、インターネット接続、音声機器が必

要です。Webカメラの使用はオプションですが、使用するとお互いの様子を確認し

ながら会議が行えますので、ぜひ用意してください。 

必要な機器の詳細を以下に示します。 

 

パソコン OS Windows Vista SP2 

Windows 7 SP1 

Windows 8.1*1 

Windows 10*3 

CPU Intel Core 2 Duo 以上*2 

ハードディスクの 

空き容量 

200MB以上 

必要なメモリ 1GB 以上 

Web ブラウザー Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0/11.0, Microsoft Edge 

Firefox *4, Google Chrome *4 

インターネット接続 ADSL、B フレッツなどのブロードバンド 

（28.8Kbps のモデムでも利用可能） 

音声機器 ヘッドセット ／マイク・スピーカー 

／マイク・スピーカー内蔵型エコーキャンセラー 

映像機器 （オプション） Web カメラ ／i-Link（IEEE1394）で接続可能なデジタルビデオカメラ 

*1 Modern UI、Windows RTは動作対象外です。 

*2 AP 共有や高画質、高解像度映像をご利用になる場合はできるだけ性能の高いパソコンをお使いください。

アプリケーション共有を行う場合は、共有する側は Core i5 以上を推奨します。共有される側は Core 2 

Duo 以上を推奨します。 

*3 Mobile、Mobile Enterprise、IoT Core は対象外です。 

*4 2016年 6月現在のもので確認しています。 
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* web会議で用いる会議室名やユーザー名、資料共有に用いるファイル名・内容やチャットなどに、OS や端末

依存の文字を使われた場合、環境によって正しく表示できない場合がございます。 

* 仮想マシンやシンクライアント、リモートデスクトップ上でのクライアントの動作は動作対象外となります。  

* OS やブラウザーの製品・バージョンのうち、当該メーカーがセキュリティアップデートやサポートを終了したも

のにつきましては、ご利用を推奨いたしません。 

* Mac、iOS、Androidについては、各々の操作マニュアルをご参照下さい。 
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2 ポータル画面 

MeetingPlazaの各種機能にアクセスする基点は、ポータル画面と呼んでいます。 

ポータル画面は、以下の 2 種類があります。 

1) 利用者向け・・・http:// 'サーバーの FQDN'/portal/portal.cgi 

2) システム管理者向け・・・http:// 'サーバーの FQDN'/portal/portal_admin.cgi 

 

2-1 利用者向けトップページ 

利用者向けトップページより、システム常設会議室、予約/常設会議室のログイン、録画再

生のログイン（オプション）、マニュアルを表示することができます。 

 

 

利用者向け機能は、以下の通りです。 

メニュー 機能 

システム常設会議室 

会議室一覧 予約機能を持たない会議室の一覧が表示されます。 

予約/入室 予約機能を持つ会議室の一覧が表示されます。 

録画再生 

サーバー録画再生（オプション） サーバー録画の管理と再生のためのログイン画面が表示されま

す。 

ローカル録画再生（オプション） ローカル再生画面が表示されます。 
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予約/常設会議室 

会議室管理者ログイン 会議室管理者ログイン画面が表示されます。 

登録ユーザーログイン 登録ユーザーログイン画面が表示されます。 

ヘルプ 

はじめての会議マニュアル 会議に参加するための準備と会議室での操作を記載したマニュ

アルです。 

会議室管理者操作マニュアル 会議室管理者ページより行なえる機能を、一通り簡単に説明し

たマニュアルです。 

主催者・講演者マニュアル MeetingPlaza の会議室における「主催者」と「講演者」の権限に

ついてまとめたマニュアルです。 

利用者向けリファレンスマニュアル 会議室管理者の操作と会議機能に関する詳細なマニュアルで

す。 

クライアント取得 クライアントインストーラーがダウンロードされます。 
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2-2 システム管理者向けトップページ 

利用者向けトップページの内容の他に、システム管理者向け機能、システム管理者向けマ

ニュアルが表示されています。 

 

 

システム管理者向け機能は、以下の通りです。 

メニュー 機能 

システム常設会議室管理 

システム常設会議室の管理 システム常設会議室の管理画面が表示されます。 

グループの管理 システム常設会議室のグループの管理画面が表示されます。 

会議室管理者の管理 

会議室管理者の一覧表示 会議室管理者の一覧が表示されます。会議室管理が表示され

ます。 

会議室管理者の登録 会議室管理者の登録画面が表示されます。 

共通アドレス帳の取込/保存 共通アドレス帳を CSV ファイルから登録/ダウンロードする画面

が表示されます。 

システム管理 

全会議室カスタマイズ 全ての会議室に対し、共有・ネットワーク・音声・映像に関するカ

スタマイズを行なう画面が表示されます。 
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ロゴ設定 ご利用になりたいロゴのアップロード・設定を行なう画面が表示

されます。 

ポータル表示設定 ポータル画面に表示する項目を設定する画面が表示されます。 

ユーザーへのメッセージを設定 ユーザー向けのメッセージを設定する画面が表示されます。 

会議室管理者へのお知らせ管理 会議室管理者のポータル画面に表示するお知らせを設定する

画面が表示されます。 

ログインユーザーへのお知らせ管理 会議エントランス画面に表示するお知らせを設定する画面が表

示されます。 

録画/再生関連 サーバー録画の記録閲覧者の管理を行なう画面が表示されま

す。 

システム管理者パスワード システム管理者向けトップページにログインするパスワードを変

更することができます。 

ライセンス情報 サーバーのライセンス情報が表示されます。 

利用状況 

利用状況（日別） その日に開催された会議の利用状況を表示します。 

利用状況（月別） その月に開催された会議の利用状況を表示します。 

同時接続数の状況 同時接続数の状況を表示します。 

MRTG（User） サーバーの MRTG(User)画面が表示されます。 

MRTG（Network） サーバーの MRTG(Network)画面が表示されます。 

管理者向けマニュアル 

システム管理者向けリファレンスマニュア

ル 

利用者や会議室の登録や、システム利用状況などを行う管理者

の方のための詳細なマニュアルです。 

システム運用マニュアル システム運用を行う管理者の方のためのマニュアルです。 

Release Note サーバーのリリース状況を表示します。 

その他 

利用者ポータル 利用者ポータル画面に遷移します。 
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3 システム常設会議室 

システム常設会議室管理では、システム常設会議室の管理・グループの管理を

行なうことができます。 

 
 

 

 



9 

3-1 システム常設会議室の管理 

この機能を使用して、システム常設会議室の作成、削除等を行なうことができます。 

システム管理者向けトップページから、「システム常設会議室の管理」をクリックします。 

 

 

システム常設会議室の管理が表示されます。 
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3-1-1 システム常設会議室の作成 

1. システム常設会議室の管理画面より「作成」ボタンをクリックします。 

 

 

2. 新規会議室登録画面が表示されます。 
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3. 登録情報を入力します。 

会議室名 新たに作成する会議室名を入力します。 

パスワード 会議室に入室するためのパスワードを入力します。パスワー

ドの入力は必須ではありません。入力をしない場合でも新規

会議室登録を行なうことができます。（パスワードを入力せず

に会議室を登録した場合は「パスワード不要の会議室」とな

ります。） 

特権パスワード 特権ユーザーでログインするためのパスワードです。特権パ

スワードを入力せず作成した会議室では、会議参加者は主

催者権限でログインすることはできません。 

グループ名 事前にグループ作成を行った場合に表示されます。 

グループを指定する場合には、グループ名を選択します。 

大規模講演 大規模講演を利用するかを選択します。 

※契約プランにより表示は異なります。 

予約 会議室に予約機能を付与するか選択します。 

最大入室者数 最大ログイン可能の人数を選択します。 

音声品質 音声品質を normal, good, excellentの 3段階の中から指定し

ます。 

会議室タイプ 会議画面を選択します。 

ユーザー向けメモ システム常設会議室の一覧のトップページに表示されます。 

管理用非公開メモ システム常設会議室の管理の管理者用非公開メモに表示さ

れます。システム常設会議室の一覧には表示されません。 

 

4. 入力後、[OK]ボタンをクリックします。登録完了画面が表示されます。 

 

 

5. [戻る]ボタンをクリックすると、システム常設会議室の管理画面に戻ります。登録した会議室

が表示されます。 
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3-1-2 会議室の表示順序の変更 

既存システム常設会議室の並べ替えを行います。 

 

1. システム常設会議室の管理画面より、[並べ替え]ボタンをクリックします。 

    

2. 既存ルームの一覧が表示されておりますので、変更したいルームを選択します。右側のボ

タンより選択したルームを移動します。 

    

 

3. 変更後、[OK]ボタンをクリックします。会議室一覧表示が変更され、システム常設会

議室の管理画面に戻ります。 
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3-1-3 グループの管理 

システム常設会議室をグループで振り分け管理します。 

詳細は、3-2 グループの管理をご参照ください。 

3-1-4 既存会議室情報の編集 

1. 変更を行いたい会議室の[変更]ボタンをクリックします。 

    

 

2. 変更情報を入力します。 

パスワードを設定または、変更する場合は「変更する」にチェックを入れてください。電話

参加の許可については「電話/TV 会議装置接続の識別番号」欄の左側のチェックボックス

「変更する」にチェックを入れて下さい。 
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 [OK]ボタンをクリックします。 

 

    
 

3. [戻る]ボタンをクリックすると、システム常設会議室の管理画面に戻ります。 
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3-1-5 既存会議室の削除 

既存会議室の削除を行います。 

 

1. 削除を行いたい会議室の[削除]ボタンをクリックします。 

    

 

2. 確認画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 

    

 

3. [戻る]ボタンをクリックすると、システム常設会議室の管理画面に戻ります。 
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3-1-6 会議室の利用履歴 

1. 利用履歴を確認したい会議室の[利用履歴]ボタンをクリックします。 

 

 

2. 会議室の利用履歴画面が表示されます。 

 

 

[初期画面に戻る]をクリックすると、システム常設会議室の管理画面に戻ります。 
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3-1-7 講演ルームの登録 

この機能は、大規模講演オプションを導入いただいた場合に操作することができます。 

 

1. システム常設会議室の管理画面より[作成]ボタンをクリックします。 

    

 

2. 新規会議室の登録画面が表示されます。 
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3. 会議室タイプより「講演ルーム」を選択します。 
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4. 登録情報を入力します。 

会議室名 新たに作成する会議室名を入力します。 

パスワード 会議室に入室するためのパスワードを入力します。パスワー

ドの入力は必須ではありません。入力をしない場合でも新規

会議室登録を行なうことができます。（パスワードを入力せず

に会議室を登録した場合は「パスワード不要の会議室」とな

ります。） 

特権パスワード 特権ユーザーでログインするためのパスワードです。特権パ

スワードを入力せず作成した会議室では、会議参加者は主

催者権限でログインすることはできません。 

グループ名 事前にグループ作成を行った場合に表示されます。 

グループを指定する場合には、グループ名を選択します。 

予約 会議室に予約機能を付与するか選択します。 

大規模講演 利用するを選択します。 

音声品質 音声品質を normal, good, excellentの 3段階の中から指定し

ます。 

会議室タイプ 会議画面を選択します。 

注意：講演ルームでは、「セミナー」の会議画面は選択できま

せん（非表示になります）。 

ユーザー向けメモ システム常設会議室の一覧のトップページに表示されます。 

管理用非公開メモ システム常設会議室の管理の管理者用非公開メモに表示さ

れます。システム常設会議室の一覧には表示されません。 

 

 

5. 入力後、[OK]ボタンをクリックします。 
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3-2 グループの管理 

グループの作成、並べ替え、名称の変更などを行う管理画面です。 

画面を開く方法は、2通りあります。 

 

 「システム常設会議室の管理」の「グループ管理画面へ」より表示する方法（図.1） 

 「システム管理者向けトップページ」の「システム常設会議室管理」の「グループ管理」

より開く方法（図.2） 

 

  

図.1 図.2 

 

この章では、システム管理者向けトップページより、グループの管理を表示した操作を記載

します。 
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3-2-1 新規グループの作成 

1. グループの管理画面より、「グループ作成」ボタンをクリックします。 

    

2. グループの作成画面が表示されます。 

 

 

3. グループ情報を入力します。 

グループ名には新たに作成するグループ名を入力します。  

パスワード欄にグループにログインするためのパスワードを入力します。パスワードの入力

は必須ではありません。入力をしない場合でもグループの作成を行なうことができます。（パ

スワードを入力せずに会議室を登録した場合は「パスワード不要のグループ」となります。）  
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所属させる会議室の選択から、所属させる会議室を選びます。 

新規アドレス登録に E-mailアドレスを登録すると、そのアドレス宛にグループ名・パスワード

が自動的に送信されます。 

 

4. 入力後、[OK]ボタンをクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 

    

 

5. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。操作の完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

6. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。登録したグループ名が表示

されます。 
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3-2-2 グループの並べ替え 

既存グループの並べ替えを行います。 

 

1. グループの管理画面より、[並べ替え]ボタンをクリックします。 

    
    

2. 既存グループの一覧が表示されますので、変更したいグループを選択します。右側のボタ

ンより選択したルームを移動します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. 変更後、[OK]ボタンをクリックします。グループ一覧表示が変更され、グループの管理画面

に戻ります。 
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3-2-3 グループ名・パスワードの変更 

既存のグループ名・パスワードの変更を行います。 

 

1. グループの管理画面より、「名前・パスワードの変更」をクリックします。 

 

    

2. 名前・パスワードの変更画面が表示されます。 

 

 

3. 変更後、[OK]ボタンをクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 
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4. 確認後、[OKボタン]をクリックします。操作の完了画面が表示されます。 

 

    

5. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。変更したグループ名が表示

されます。 

 

 

3-2-4 所属会議室の変更 

所属する会議室の変更を行います。 

 

1. グループの管理画面より、「所属会議室の変更」をクリックします。 

 

    

2. グループに所属させる会議室を選択します。 
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3. 選択後、[OK]ボタンをクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 

 

     

4. 確認後、[OKボタン]をクリックします。操作の完了画面が表示されます。 

 

 

5. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。選択したグループが、所属

中の常設会議室に表示されます。 
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3-2-5 アドレス登録 

メールアドレスを登録すると、そのアドレス宛にグループ名・パスワードが自動的に送信されま

す。 

 

1. グループの管理画面より、「アドレス登録」をクリックします。 

 

    

2. アドレス登録画面が表示されます。 

 

    

3. E-mailアドレスを入力し、[OK]をクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 
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4. 確認後、[OKボタン]をクリックします。操作の完了画面が表示されます。 

 

 

5. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。 
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3-2-6 アドレス削除 

すでに登録してあるアドレスを削除します。 

アドレスを削除すると、グループ名・パスワードが自動的にメールに送信されなくなります。 

 

1. グループの管理画面より、「アドレス削除」をクリックします。 

 

    

2. アドレス削除画面が表示されます。削除するアドレスを選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

  

3. 削除の確認画面が表示されます。確認後、[OKボタン]をクリックします。 
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4. 操作の完了画面が表示されます。 

 

 

5. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。 
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3-2-7 グループ削除 

グループの削除を行います。 

 

1. グループの管理画面より、「グループ削除」をクリックします。 

 

   

2. 削除の確認画面が表示されます。確認後、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

3. 操作の完了画面が表示されます。 

 

4. [戻る]ボタンをクリックすると、グループの管理画面に戻ります。 
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4 会議室管理者の管理 

会議室管理者の管理では、会議室管理者の一覧表示や会議室管理者の登録、

共通アドレス帳の取込/保存を行なうことができます。 
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4-1 会議室管理者の一覧表示 

システム管理者向けトップページの、[会議室管理者の一覧表示]をクリックします。 

   
 

会議室管理者の一覧表示画面が表示されます。 

 

 

① キーワードから検索 

検索する項目をリストから選択し、検索する文字を入力することで該当の会議室管理

者情報を表示します。 
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② 会議室管理者 ID の参照 

会議室管理者の一覧表示より会議室管理者 ID に表示されている IDをクリックします。

会議室管理者情報が表示されます。会議室管理者情報の変更、会議室管理者の削除、

該当の会議室管理者の会議一覧表示が行えます。 
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ログイン失敗回数は、会議予約ログイン時にパスワードを間違えた回数が表示されま

す。 

 

③ 会議室管理者情報の変更を行う場合 

会議室管理者情報画面に記載の「会議室管理者情報の変更」をクリックし、変更を行

います。 

 

パスワードを間違えた場合、ログイン失敗回数に表示されます。ここを 0 にすることで、

パスワードを間違えた回数を 0にすることができます。 

 

④ 会議室管理者の削除 

会議室管理者情報画面に記載の「会議室管理者情報の削除」をクリックし、会議室参

加者の削除を行います。 
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⑤ 利用状況（月別） 

会議室管理者の一覧表示より利用状況（月別）に表示されている参照をクリックしま

す。 

今月の会議は、会議 IDから検索を行うこともできます。 
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4-2 会議室管理者の登録 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[会議室管理者の登録]をクリックします。 

 

 

2. 会議室管理者の登録画面が表示されます。 
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3. 各項目を入力します。 

会議室管理者 ID 会議室管理者情報 ID は必須入力項目です。  

会議室管理者情報の IDが重複しないようにする必要があります。 

ログイン ID 自動生成と任意で設定する方法があります。 

指定して登録する場合は各ユーザーIDが重複しないようにする必要

があります。 

氏名 氏名を入力します 

グループ 部署名などの所属を入力します 

電話番号 電話番号を入力します 

FAX FAX番号を入力します。 

電子メール E-mail アドレスを入力します。 必須入力項目です。 登録したアドレ

ス宛に生成された ID とパスワードが送信されます。 

アドレス帳の登録上限 アドレス帳の登録できる上限を設定できます。 

会議室タイプ 会議タイプを選択します。（cstmdata.py の設定で追加・変更すること

ができます）  

[0]…最大参加者 10人  

[1]…最大参加者 25人  

[2]…最大参加者 32人  

[L]…64名まで参加（大規模講演オプション利用時に表示されます） 

アカウントの状態 アカウントの有効/無効を設定します。  

[0]…有効 

[1]…無効 

ここで「無効」を設定すると、アカウントの有効期間であってもログイ

ン出来なくなります。 

言語 会議予約画面の表示言語を設定します。 

[0]…日本語(Japanese) 

[1]…英語(English) 

[2]…中国語(Chinese) 

常設会議室機能 常設会議室機能の有効/無効を設定します。 

[OFF]･･･常設会議室機能を無効にする 

[ON]･･･常設会議室機能を有効にする 

登録ユーザー機能 登録ユーザー機能の有効/無効を設定します。 

[OFF]･･登録ユーザー機能を無効にする 

[ON]･･･登録ユーザー機能を有効にする 

一言コメント 一言コメントの有効/無効を設定します。 

[OFF]･･・一言コメントを無効にする 

[ON]･･･一言コメントを有効にする 

タイムゾーン タイムゾーンを選択します。 

開始年月日 アカウントの開始年月日を設定します 
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終了年月日 アカウントの終了年月日を設定します。 

メモ メモを入力します。 

事前アップロード可否 事前アップロードを可/不可を設定します。格納領域容量は 512MB

です。最大サイズ/ファイルは、256MBです。 

 

4. 共有機能、ネットワーク、映像・音声に関する設定など、会議の詳細設定を会議室に対

してカスタマイズを行なう場合は、「会議室カスタマイズ」より設定を行ないます。 

 
 

会議室カスタマイズを行う項目の  （チェックボックス）を  （オン）にし、変更を行い

ます。 

会議カスタマイズを行える項目は、以下になります。 

 

共有機能に関する設定 

ファイル共有の動作モードを設定する ファイル共有の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

AP共有とデスクトップ共有を設定する アプリケーション共有とデスクトップ共有の設定を

行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

ホワイトボード共有を設定する ホワイトボードの設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

ウェブ共有を設定する ウェブ共有の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 
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ネットワークに関する設定 

IPアドレスフィルタ（ホワイトリスト）を設

定する 

会議室に入室できる IP アドレスフィルタの設定を

行ないます。 

速度測定をログイン毎に実行する ログインごとに、ネットワーク速度測定を実行する

設定を行ないます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

帯域制限（6000kbps）を解除する 帯域制限の解除を行うことができます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

通信速度の上限を設定する ネットワーク速度の上限を設定できます。 

この設定を行なうと「通信速度を設定する」に影響

が出ます。 

通信速度を設定する ネットワーク速度を設定できます。 

接続方式を設定する（簡易版） 接続方式を[TCP トンネリング]か[直接接続]に設

定できます。 

接続方式を設定する 詳細な接続方式を設定できます。 

音声 + 映像に関する設定 

音声ダイアログをログイン毎に表示す

る 

ログインごとに、音声ダイアログを表示する設定を

行ないます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

発話モードを設定する 発話モードの設定を行なうことができます。 

エコーキャンセラーの強弱を設定する エコーキャンセラーの強弱の設定を行ないます。 

ノイズキャンセラー マイクの強弱を設

定する 

ノイズキャンセラー マイクの強弱の設定を行ない

ます。 

ノイズキャンセラー スピーカーの強弱

を設定する 

ノイズキャンセラー スピーカーの強弱の設定を行

ないます。 

映像品質の動作モードを設定する 映像品質の設定を行ないます。 

選択をすると、[画質設定]の変更も可能になりま

す。 

会議室の入室に関する設定 

予約会議室エントランスを設定する 予約会議室にログインするときに、動作確認など

を行なえるエントランスの設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

動作確認を設定する ログインを行なう前にネットワーク・音声・映像を事

前に確認する項目の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

 

「会議室管理者への設定」は、会議室カスタマイズを行う項目の  （チェックボックス）の 

 （オン）/  （オフ）にした場合に関わらず操作ができます。 

 （オン）の場合は、全会議室カスタマイズで行なわれている設定が、「会議室管理者への



41 

設定」項目のリスト内に表示されます。 

 

「会議室管理者への設定」の選択項目は、以下になります。 

設定に従う（全会議室カスタマイズ） 全会議室のカスタマイズ設定に従います。 

変更を許可する 会議室管理者からの変更が可能になります。 

変更不可にする 会議室管理者からの変更を行なえなくします。 

項目を非表示にする 該当の項目を会議室管理者の会議室カスタマイズ

画面から非表示にします。 

設定を除外する [全会議室カスタマイズ]の設定に関係なく、システム

の挙動に従います。 会議室管理者は非表示になり

ます。 

 

「全会議室カスタマイズ」をクリックすると全会議室カスタマイズの部分の表示/非表示を選

択できます。 

 

MeetingPlaza Mobileは、会議室カスタマイズに対応していません。 

MeetingPlaza for Macの一部機能は、会議室カスタマイズに対応していません。 

 

5. 入力完了後、[OK]ボタンをクリックすると会議室管理者情報画面が表示されます。 
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6. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。 

  内容の修正を行う場合は[戻る]ボタンをクリックします。 

 

7. 登録完了後、ID とパスワードを記載したメールが送信されます。 

 
 

4-3 共通アドレス帳の取込/保存 

 

CSV ファイルを共通アドレス帳に取込/保存を行なうことができます。 

システム管理者向けトップページ画面より、[共通アドレス帳の読取/保存]をクリックし操作

をします。 

 

 

4-3-1 インポート（登録） 

1. 「共通アドレス帳の読込/保存」をクリックします。 
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2. 「登録に使用する CSVファイル」の[参照]をクリックします。 

 

 

3. アップロードするファイルの選択画面が表示されます。 
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4. ファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

 

 

5. 「登録に使用する CSVファイル」に、選択したCSVファイルが表示されます。[確認画面に進

む]をクリックします。 
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6. 追加されるアカウントを確認し、[ＯＫ]をクリックします。 

 
 

7. 登録完了の画面が表示されます。 

 

 

8. [戻る]をクリックすると、インポート/エクスポートのトップ画面に戻ります。 

 

CSV ファイルの各行は以下の項目を左から「,(カンマ)」で区切って並べて下さい。  

・処理タイプ [A:追加、M:変更、D:削除](必須) 

・名前 (必須)  
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・ふりがな  

・グループ  

・E-mailアドレス 1 (必須)  

・E-mailアドレス 2  

・備考 

カンマの数は、6つになります。 

例） 

・A,鈴木太郎,すずきたろう,営業,sample1@example.com,sam@example.com,メモ 

(E-mailアドレス 2があり備考がある場合) 

・D,佐藤次郎,さとうじろう,開発部,sample3@example.com,, 

（E-mailアドレス 2が無く備考が無い場合） 

 

4-3-2 エクスポート（保存） 

 

1. 「共通アドレス帳の読込/保存」をクリックします。 

 

 

2. 「CSVファイルをダウンロード」に記載の[Download]をクリックします。 
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3. ファイルのダウンロード画面が表示します。ファイルを開く場合は「開く」をクリックします。フ

ァイルを保存する場合は、「保存」をクリックし保存する場所を指定します。 
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5 システム設定 

システム設定では、全会議室のカスタマイズやロゴ設定、ポータル表示設定、ユ

ーザーへのメッセージ設定、記録/再生関連の設定を行なうことができます。 
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5-1 全会議室カスタマイズ 

全会議室に対してカスタマイズ設定を行なうことができます。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[全会議室カスタマイズ]をクリックし操作を

します。 

    

2. 全会議室カスタマイズ画面が表示されます。 
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3. 会議室カスタマイズを行う項目の  （チェックボックス）を  （オン）にし、変更を行い

ます。 

会議カスタマイズを行える項目は、以下になります。 

共有機能に関する設定 

ファイル共有の動作モードを設定する ファイル共有の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

AP共有とデスクトップ共有を設定する アプリケーション共有とデスクトップ共有の設定を

行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

ホワイトボード共有を設定する ホワイトボードの設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

ウェブ共有を設定する ウェブ共有の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

ネットワークに関する設定 

IP アドレスフィルタ（ホワイトリスト）を設

定する 

会議室に入室できる IP アドレスフィルタの設定を

行ないます。 

速度測定をログイン毎に実行する ログインごとに、ネットワーク速度測定を実行する

設定を行ないます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

帯域制限(6000Kbps)を解除する 帯域制限の解除を行うことができます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

通信速度の上限を設定する ネットワーク速度の上限を設定できます。 

この設定を行なうと「通信速度を設定する」に影響

が出ます。 

通信速度を設定する ネットワーク速度を設定できます。 

接続方式を設定する（簡易版） 接続方式を[TCP トンネリング]か[直接接続]に設

定できます。 

接続方式を設定する 詳細な接続方式を設定できます。 

音声 + 映像に関する設定 

音声ダイアログをログイン毎に表示する ログインごとに、音声ダイアログを表示する設定を

行ないます。 

デフォルト設定は[無効]です。 

発話モードを設定する 発話モードの設定を行なうことができます。 

エコーキャンセラーの強弱を設定する エコーキャンセラーの強弱の設定を行ないます。 

ノイズキャンセラー マイクの強弱を設

定する 

ノイズキャンセラー マイクの強弱の設定を行ない

ます。 

ノイズキャンセラー スピーカーの強弱を

設定する 

ノイズキャンセラー スピーカーの強弱の設定を行

ないます。 

映像品質の動作モードを設定する 映像品質の設定を行ないます。 
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選択をすると、[画質設定]の変更も可能になりま

す。 

会議室の入室に関する設定 

予約会議室エントランスを設定する 予約会議室にログインするときに、動作確認など

を行なえるエントランスの設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

動作確認を設定する ログインを行なう前にネットワーク・音声・映像を事

前に確認する項目の設定を行ないます。 

デフォルト設定は[有効]です。 

 

「会議室管理者への設定」は、会議室カスタマイズを行う項目の  （チェックボックス）の 

 （オン）/  （オフ）にした場合に関わらず操作ができます。 

 （オン）の場合は、全会議室カスタマイズで行なわれている設定が、「会議室管理者への

設定」項目のリスト内に表示されます。 

 

「会議室管理者への設定」の選択項目は、以下になります。 

変更を許可する 会議室管理者からの変更が可能になります。 

変更不可にする 会議室管理者からの変更を行なえなくなります。 

項目を非表示にする 該当の項目を会議室管理者の会議室カスタマイズ

画面から非表示にします。 

 

MeetingPlaza Mobileは、会議室カスタマイズに対応していません。 

MeetingPlaza for Macの一部機能は、会議室カスタマイズに対応していません。 
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4. 入力完了後、[OK]ボタンをクリックすると全会議室カスタマイズ確認画面が表示されま

す。 

 

5. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。 

  内容の修正を行う場合は[戻る]ボタンをクリックします。 

 

 

6. 操作後、[戻る]ボタンをクリックするとシステム管理者向けトップページに戻ります。 
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5-2 ロゴ設定

設定画面上部や会議画面にロゴを設定することができます。 

システム管理者向けトップページ画面より、[ロゴ設定]をクリックし操作をします。

5-2-1 ロゴのアップロード

アップロードするロゴは、以下の項目を確認してください。

アップロードするロゴのファイル名は、英数字または_（アンダーバー）のみ仕様できま

す。 

アップロードできる画像の拡張子は、jpg, jpeg, png, gif です。
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表示ロゴは、設定画面上部の場合、縦：50px、横：比率を保ったまま自動的に設定されま

す。 

会議室画面の場合、縦：25px、横：25pxで表示されます。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[ロゴ設定]をクリックし操作をします。 

 
 

2. ロゴ管理にある「参照」をクリックします。 
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3. アップロードするファイルの選択画面が表示されます。 

 

 

4. ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

 

5. 「アップロード」をクリックします。 
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6. アップロードに成功しましたと表示が出ます。プレビューにロゴが表示されます。 
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5-2-2 表示ロゴ設定 

アップロードしたロゴを設定します。 

設定画面上部と会議画面に、それぞれ設定することができます。 

操作手順は同じです。ここでは設定画面上部の手順で説明します。 

 

1. 「表示ロゴ設定」の「設定画面上部」にある「設定」をクリックします。 

 

 

2. 画像を選択する画面が表示されます。 
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3. 表示する画像を選択し、「OK」をクリックします。 

 

 

4. 選択したロゴが、画面左上部に表示されます。 
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5-2-3 表示ロゴ設定を解除 

表示中のロゴの設定を解除します。 

 

1. 「表示ロゴ設定」の「設定画面上部」にある「設定を解除」をクリックします。 
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2. 設定を解除したロゴは、非表示になります。 

    

 

 

5-2-4 ロゴの削除 

アップロードしたロゴの削除を行います。 

 

1. ロゴ管理にある[アップロードしたロゴを削除する]をクリックします。 
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2. 削除する画像の選択画面が表示されます。 

 

 

3. 削除する画像を選択し、「OK」をクリックします。画像は複数選択することもできます。 
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4. 削除後、ロゴ管理画面に戻ります。 
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5-3 ポータル表示設定 

システム管理者向けトップページと利用者向けトップページに表示する項目を設定できま

す。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[ポータル表示設定]をクリックします。 

 
 

2. ポータル設定画面が表示されます。 
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利用状況の項目は、システム管理者向けトップページに表示されます。 

それ以外の項目は、利用者向けトップページに表示されます。 

 

3. 表示/非表示にする項目を選択し、「OK」をクリックします。 

4. ポータル設定画面に、「更新しました」と表示されます。 
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5. [戻る]ボタンをクリックすると、システム管理者向けトップページに戻ります。 

 

 

6. 「隠す」を選択した項目は、非表示になります。 

5-4 ユーザーへのメッセージを設定 

利用者向けトップページ、会議室管理者ログインページ、登録ユーザーログインページ、シ

ステム常設会議室の一覧ページ用にメッセージを入力することができます。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[ユーザーへのメッセージを設定]をクリック

します。 
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2. ユーザーメッセージを設定する画面が表示します。 
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3. メッセージを入力し、「表示を確認」をクリックします。 

 

 

4. 「上記で確定」をクリックします。 
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5. 「移動」をクリックすると、入力したメッセージを確認することができます。 

 

5-5 会議室管理者へのお知らせ管理 

会議室管理者のポータル画面にお知らせを表示させることができます。 

 

システム管理者向けトップページ画面より、[会議室管理者へのお知らせ管理]をクリックし

操作をします。 
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5-5-1 新規作成 

1. 会議室管理者へのお知らせ一覧画面より、「新規作成」をクリックします。 

 

2. 会議室管理者へのお知らせを登録画面が表示されます。 

 

3. お知らせ情報を入力します。 

掲載期間欄には、お知らせを掲載する期間を入力します。メッセージ（日本語）には、表示さ

せるお知らせのタイトルとメッセージを入力します。メッセージ（英語）およびメッセージ（中国

語）を入力する場合は、[…]をクリックして、入力欄を表示させます。 

メッセージ（英語）は言語が「英語」の会議室管理者向けのお知らせ、メッセージ（中国語）は

言語が「中国語」の会議室管理者向けのお知らせになります。 
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4. 入力後、[OK]ボタンをクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 

 

5. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。登録の終了画面が表示されます。 

 

6. [一覧画面へ移動]ボタンをクリックすると、会議室管理者へのお知らせ一覧画面に戻ります。

登録した会議室管理者へのお知らせが表示されます。 
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5-5-2 削除 

1. 会議室管理者へのお知らせ一覧画面より、「削除」をクリックします。 

 

2. メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。 

      

 

5-5-3 言語の切り替え 

会議室管理者お知らせ一覧画面で、言語を選択することで、会議室管理者へのお知らせを言語毎

に表示させることができます。 
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5-6 ログインユーザーへのお知らせ管理 

常設会議エントランス画面、予約会議エントランス画面、Androidエントランス画面、iOSエン

トランス画面、Macエントランス画面にお知らせを表示させることができます。 

 

システム管理者向けトップページ画面より、[ログインユーザーへのお知らせ管理]をクリック

し操作をします。 

 
 

 

5-6-1 新規作成・変更 

1. ログインユーザーへのお知らせ一覧画面で、設定対象の「変更」をクリックします。 
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2. ログインユーザーへのお知らせを設定画面が表示されます。 

 
3. ログインユーザーへのお知らせを入力します。 

メッセージ（日本語）には、表示させるお知らせメッセージを入力します。メッセージ（英語）お

よびメッセージ（中国語）を入力する場合は、[…]をクリックして、入力欄を表示させます。 

メッセージ（英語）はブラウザーの言語設定が「英語」の場合に表示させるお知らせ、メッセ

ージ（中国語）はブラウザーの言語設定が「中国語」の場合に表示させるお知らせになりま

す。 

※お知らせを表示させない場合は、メッセージ入力欄を空欄にしてください。 
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4. 入力後、[OK]ボタンをクリックします。登録内容の確認画面が表示されます。 

 
 

5. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。登録の終了画面が表示されます。 

 

 

6. [一覧画面へ移動]ボタンをクリックすると、ログインユーザーへのお知らせ一覧画面に戻り

ます。登録したログインユーザーへのお知らせが表示されます。 
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5-6-2 言語の切り替え 

ログインユーザーへのお知らせ一覧画面で、言語を選択することで、ログインユーザーへの

お知らせを言語毎に表示させることができます。 

 

 

5-7 記録/再生関連 

記録閲覧者の登録やパスワードの変更を行なうことができます。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[記録/再生関連]をクリックします。 
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2. 記録閲覧者リスト画面が表示されます。 
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3. ログイン IDの権限は、以下になります。 

種類 権限 編集 閲覧 

記録システム管理者 サーバー内の全ての記録情報の編集・閲覧が可能で

す。 

可 可 

システム常設会議室

記録管理者 

常設会議室で記録した情報の編集・閲覧が可能です。 可 可 

会議室記録管理者 会議室記録管理者の登録を行なった会議室管理者の

開催した会議の記録情報の編集・閲覧が可能です。 

可 可 

会議記録閲覧者 会議記録閲覧者の登録を行なった会議室管理者の開

催した会議の記録情報の閲覧が可能です。 

不可 可 

記録閲覧者 サーバー内の全ての記録情報の閲覧が可能です。 不可 可 

 

 記録システム管理者・システム常設会議室記録管理者の権限を持つ ID はそれぞれ 1 つで

す。 

 記録システム管理者・システム常設会議室記録管理者の ID・パスワードの変更は利用者と会

議室の管理者のみ行なうことができます。 

 会議室記録閲覧者の登録は会議室管理システムにて会議室管理者が、行なうことができま

す。 

 記録閲覧者の登録は記録システム管理者のみ行なうことができます。 

 記録閲覧者の ID・パスワードの変更は記録システム管理者のみ行なうことができます。 

 

5-7-1 記録システム管理者 

記録システム管理者は一人です。権限についてはログイン IDによる権限をご参照ください。記録

システム管理者の ID・パスワードの変更をここで行なうことができます。 

 

1. 記録閲覧者の登録画面の[記録システム管理者]覧に ID とパスワードを入力し[変更]ボタン

をクリックします。 

 

 

2. 登録完了の画面が表示されます。 

    
 

file:///F:/help/help_admin_j/rec.html%23a_1
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3. [戻る]ボタンをクリックすると、[記録閲覧者リスト]画面に戻ります。 

 

5-7-2 システム常設会議室記録管理者 

システム常設会議室記録管理者は一人です。権限についてはログイン IDによる権限をご参照く

ださい。常設会議室記録管理者の ID・パスワードの変更をここで行なうことができます。 

 

1. 記録閲覧者の登録画面の[システム常設会議室記録管理者]覧に ID とパスワードを入力し

[変更]ボタンをクリックします。 

 

 

2. 登録完了の画面が表示されます。 

 

 

 

3. [戻る]ボタンをクリックすると、[記録閲覧者リスト]画面に戻ります。 

 

5-7-3 記録閲覧者 

記録閲覧者は、複数登録することができます。権限についてはログイン IDによる権限をご参照く

ださい。記録閲覧者の登録・ID・パスワードの変更をここで行なうことができます。 

 

1. 記録閲覧者の登録に表示されている[新規登録]覧に ID とパスワードを入力し[登録]ボタン

をクリックします。 

 

 

2. 登録完了の画面が表示されます。 

file:///F:/help/help_admin_j/rec.html%23a_1
file:///F:/help/help_admin_j/rec.html%23a_1


79 

    

 

3. [戻る]ボタンをクリックすると、登録した記録閲覧者の情報が表示されます。 

 

5-7-4 記録閲覧者のパスワード変更 

1. 会議室閲覧者に表示されている[変更]ボタンをクリックします。 

 

 

2. パスワード変更画面が表示されます。 

    

 

3. 新しいパスワードを入力後、[OK]ボタンをクリックします。 

変更完了の画面が表示されます。 

 

 

4. [戻る]ボタンをクリックすると、[記録閲覧者リスト]画面に戻ります。 
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5-7-5 記録閲覧者の削除 

1. 会議室記録閲覧者に表示されている[削除]ボタンをクリックします。 

 

 

2. 削除完了の画面が表示されます。 

   

 

3. [戻る]ボタンをクリックすると、[記録閲覧者の登録]画面に戻ります。 

削除を行なった後新規登録することにより、会議室記録閲覧者の IDの変更を行なうことが

できます。 

 

5-8 システム管理者パスワード 

システム管理者パスワードとは、システム管理者向けトップページにログインするときに、入

力するパスワードです。 
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システム管理者向けトップページにログインする、システム管理者パスワードを変更するこ

とができます。 

1. 「システム管理者パスワード」をクリックします。 

   
 

2. システム管理者変更画面が表示されます。 
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3. 現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを入力し「OK」をクリックします。 

4. 登録完了画面が表示されます。 

 

 

5. 「初期画面に戻る」をクリックすると、システム管理者の変更画面に戻ります。 
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5-9 ライセンス情報 

サーバーのライセンス情報が表示されます。 

 

1. システム管理者向けトップページ画面より、[ライセンス情報]をクリックします。 

 
 

2. サーバーのライセンス情報が表示されます。 
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6 利用状況 

利用状況より、今日の会議や今月の会議、同時接続数の状況、MRTG（User）、

MRTG（Network）を確認することができます。 

 
 

 



85 

6-1 利用状況（日別） 

1. 利用状況（日別）をクリックします。 

 

 

2. 利用状況（日別）一覧が表示されます。 

 

 

3. 今日開催された会議を、会議 IDから検索することもできます。 
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4. 会議室管理者 ID に表示された ID をクリックすると、会議室管理者情報を見ることがで

きます。 

 

 

5. 開始日時に表示された日時をクリックすると、会議情報の詳細を見ることができます。 
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6. 日付の切り替えは、前日・翌日や年月日を指定し[GO]ボタンをクリックすることで表示さ

れます。 

 

 

7. 予約会議室のタブ内の、「選択された予約のユーザーログをダウンロード」、「予約情報

ログをダウンロード」と常設会議室タブ内の、「ログファイルをダウンロード」、「詳細ログ

をダウンロード」をクリックすると、ログファイルを取得することができます。 
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6-2 利用状況（月別） 

1. 利用状況（月別）をクリックします。 

 

 

2. 利用状況（月別）一覧が表示されます。 

 

 

3. 今月開催された会議を、会議 IDから検索することもできます。 
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4. 会議室管理者 ID に表示された ID をクリックすると、会議室管理者情報を見ることがで

きます。 
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5. 開始日時に表示された日時をクリックすると、会議情報の詳細を見ることができます。 

 

 

6. 月の切り替えは、前月・翌月や年月日を指定し[GO]ボタンをクリックすることで表示され

ます。 
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7. 今月の接続状況は、「同時接続数の状況」をクリックし確認することができます。同時接

続数については、6-3 同時接続数の状況 をご参照ください。 

 

 

8. 予約会議室のタブ内の、「選択された予約のユーザーログをダウンロード」、「予約情報

ログをダウンロード」と常設会議室タブ内の、「ログファイルをダウンロード」、「詳細ログ

をダウンロード」をクリックすると、ログファイルを取得することができます。 
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6-3 同時接続数の状況 

 

1. [同時接続数の状況]をクリックします。 

 

 

2. 同時接続数の状況が表示されます。 

 
枠の中の数字は、その時間帯の同時接続数の利用状況を示しています。 

背景の色は、会議予約が集中している率を示しています。 

緑色は 50％未満、黄色は 50％から 79％、オレンジ色は 80％から 99％、赤は 100％を意味しま

す。 
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3. 日付をクリックすると、利用状況(日別)を見ることができます。 
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4. 月の切り替えは、前月・翌月や年月を指定し、[GO]ボタンをクリックすることで表示され

ます。 
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6-4 MRTG(User) 

この機能は、サーバーインストール時に設定した場合にのみ表示します。 

 

1. 「MRTG（User）」をクリックします。 

 

 

2. MRTG（User）画面が表示されます。 
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6-5 MRTG(Network) 

この機能は、サーバーインストール時に設定した場合にのみ表示します。 

 

1. 「MRTG（Network）」をクリックします。 

 

 

2. MRTG（Network）画面が表示されます。 
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7 管理者向けマニュアル 

ここでは、システム管理者が利用するマニュアルと、Rerease Note 

を確認することができます。 
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