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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 を使った Web 会議にはじめて参加する方のために、周辺

機器の準備、会議室への入室方法、入室後の操作方法などについて、簡単に説

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 
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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。 

1-3 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ホームページを、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 カメラの使用がなくても会議への参加は可能ですが、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。

                                                   
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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パソコン OS Microsoft 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 2GB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 ModernUI、WindowsRT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。 

 

* 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 はじめて会議室に入室するとき 

MeetingPlaza を利用するには 1-4 に示す機器が必要ですが、はじめて利用する

場合には、マイク・スピーカーのボリューム調整やWebカメラのインストール、ネット

ワーク接続性の確認といった作業が必要になります。 

以下に、これらの準備と動作の確認方法について説明します。 

2-1 音声、映像機器の準備 

インターネットにアクセス可能なパソコンと、ヘッドセットまたはマイク・スピーカー2、Web カメ

ラ3を用意してください。 

以下に、これらの機器の接続方法を説明します。 

① Ｗｅｂカメラのインストールと接続 

Webカメラ付属のマニュアルに沿ってインストールを行い、パソコンに接続してください。 

② ヘッドセットまたはマイク・スピーカーの接続 

パソコンに、ヘッドセットまたはマイクとスピーカーを接続してください。 

ヘッドセットは、端子が 2つのタイプと、USBタイプの 2種類があります。 

 

   2つの端子のタイプ                   USBタイプ 

        

 

                                                   
2 マイク・スピーカー内蔵型エコーキャンセラーも利用できます。 
3 i-Link（IEEE1394）で接続可能なデジタルビデオカメラも利用できます。 
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2-2 会議室への入室方法の種類 

MeetingPlazaの会議室への入室（ログイン）方法は、2種類あります。 

 

 予約会議への入室 （2-2-1 ） 

   事前に、会議と会議参加者を予約・登録します。これにより、会議開始前に会議に参加

するためのURLを含む会議招待メールが参加者に自動配信され、参加者はこの会議

招待メール内の URL をクリックし、会議予約エントランス画面より会議参加できます。

随時、会議予約、参加者登録すれば、会議開催、参加ができます。 

 

 常設会議への入室 （2-2-2 ） 

予め設定された常設会議室のログインは、3種類あります。 

1. エントランス URLよりログインする方法 

2. 登録ユーザーが直接入室する方法 

3. 登録ユーザーがポータル画面から入室する方法 

事前会議予約なしに、必要なときにいつでも簡単に会議開始できます。 

 

2-2-1 予約会議への入室 

予約会議への入室は、下記２つの方法があります。 

１． 招待メールから入室する方法（会議室管理者／登録ユーザー） 

２． ポータル画面より入室する方法（登録ユーザーのみ） 

 

＜１．予約会議開催メールからの入室する方法＞ 

会議予約型で会議室にログイン、会議に参加する流れは、次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室管理者／登録ユーザー 参加者 

会議室を予約する 

予約の確認、会議開催メールが届く 

 
 
会議開催メールが届く 

会議室に入室 

会議予約エントランス画面にログイン 
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会議室管理者がMeetingPlazaの会議室を予約すると、参加者に対して次に例示するような電子

メールが自動配信されます（このメールの内容は場合により異なることがあります）。 

 

メール本文の赤枠で示す部分が会議室に入室するための URL ですので、開始時刻になりまし

たら、この URLをクリックします。 

 

電子メールのタイトル： 

（例） 

  MeetingPlaza Web会議開催のご案内 (06月 07日 09時 30分開始) 

 

電子メールの差出人： 

（例） 

  1092813981_Jhr&g3NpHL@xxxxx.xxxxxxx 

 

電子メールの本文： 

（例） 

ミープラ 太郎 様 (会議室管理者 ID MeetingPlaza-taro) 

 

下記の要領でMeetingPlazaによるWeb会議が開催されます。 

 

○開始日時 2016年 06月 07日 09時 30分 

○終了日時 2016年 06月 07日 10時 30分 

 

開始時刻になりましたら、次の URLをクリックしてログインして下さい。 

http://xxxxx.xxxxxx/oc/mp.cgi?A1b23CD4efGHijklmN5OpQRS6TU 

---------------------------------- 

○主催者 ミープラ 太郎 

 

○参加者氏名 

  Total 2 Users 

  ミープラ 太郎 

      http://xxxxx.xxxxxx/oc/mp.cgi?A1b23CD4efGHijklmN5OpQRS6TU 

  ミープラ 花子 

      http://xxxxx.xxxxxx/oc/mp.cgi?1Abc23defgHijKL4M5opQRST6uV 

○会議タイトル: 

Web会議推進委員会 

 

○参加者へのメッセージ 

 

○会議室の識別コード 1234567890_ABCdeFGhIj 
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---------------------------------- 

○開始日時   (UTC+9:00) Jun 7, 2016   09:30 AM  (Asia/Tokyo)  

                 The same time in other areas of the world. 

                  (UTC+9:00) Jun 7, 2016   09:30 AM  (Korea/Japan)  

                  (UTC+8:00) Jun 7, 2016   08:30 AM  (China)  

                  (UTC+7:00) Jun 7, 2016   07:30 AM  (Vietnam/Thai)  

                  (UTC+5:30) Jun 7, 2016   06:00 AM  (India)  

                  (UTC+2:00) Jun 7, 2016   02:30 AM  (Europe)  

                  (UTC+1:00) Jun 7, 2016   01:30 AM  (UK/Portugal)  

                  (UTC-4:00) Jun 6, 2016   20:30 PM  (US (EST))  

                  (UTC-5:00) Jun 6, 2016   19:30 PM  (US (CST))  

                  (UTC-6:00) Jun 6, 2016   18:30 PM  (US (MST))  

                  (UTC-7:00) Jun 6, 2016   17:30 PM  (US (PST))  

                  (UTC-10:00) Jun 6, 2016   14:30 PM  (Hawaii)  

 

○終了日時   (UTC+9:00) Jun 7, 2016   10:30 AM  (Asia/Tokyo)  

 

 

次の URL（公共会議室）を使用して事前に接続試験を行うことができます。 

http://xxxxx.xxxxxx/oc/mp.cgi?Abcd1efGh_IjK2lmNOPqrStuv3W 

 

＜ゲスト用の URL＞ 

この会議室のためにゲスト用の URLを用意しています。 

会議予約時に参加者として登録できなかった参加希望者に電子メールなどを 

利用して渡して下さい。この URLを使用すると通常の参加者と同様に会議に参加 

することができます。 

http://xxxxx.xxxxxx/oc/mp.cgi?1AB2CDEfGHijkLMNOpq3rsTUvwx 

 

---------------------------------- 

＜ご注意＞ 

MeetingPlaza Web会議のご利用にあたり、次の「ソフトウェアライセンス契約書」を必ずお読みください。 

MeetingPlaza Web会議にアクセスする方は、この契約書に同意して頂いたものとみなします。 

ソフトウェアライセンス契約書 

http://www.meetingplaza.com/product/asp/standard/license.html 

---------------------------------- 
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予約会議室のエントランス画面が表示されます。 

 

 

「会議に参加」ボタンをクリックし、会議に参加します。 

[動作確認]をクリックし、会議に参加する前に Web カメラ・マイク・スピーカー、接続を確

認できます。 
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＜２．登録ユーザー ポータル画面からの入室する方法＞ 

登録ユーザーでは、ログイン後のポータル画面より予約招待された会議室を選び、入室すること

も可能です。 
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2-2-2 常設会議への入室 

常設会議室型で会議室にログイン、会議に参加する流れは、3種類あります。 

 

1. エントランス URLより入室する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランス URL は会議室管理者の画面に表示されている、または独自に作成した、エントラ

ンスページの URL を利用者に通知して利用します。このエントランス URL からはユーザーの種

別に関係なくどなたでも入室できます。 

 

2. 登録ユーザーが直接入室する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録ユーザーログインを行なう常設会議室の入室には、2通りの方法があります。 

 ログイン用のURLを開き、ID とパスワードを入力しログインする方法 

 直接ログインのURLをクリックしログインする方法 

 

ログイン用の URL と ID、パスワードは全ての登録ユーザーログイン参加者の電子メールに記

会議室管理者 参加者 

常設会議室のエントランス URL を

参加者に連絡 

会議室に入室 

会議室管理者 参加者 

登録ユーザーを登録する 
 

 
URL、ID、パスワードが

届く 

会議室に入室 
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載されます。 

http://xxxxx.xxxxxxx/teammgr/index.cgi 

直接ログインの URL は、会議室管理者が「直接ログイン用 URL の送信」を選択時に、電子メー

ルに記載されます。 

 

会議室管理者が登録ユーザーログインを登録すると、参加者に対して電子メールで自動配信さ

れます（この URL と ID、パスワードは一度登録すると、変更等されるまで有効です）。 

 

この URLを含む電子メールは次のようなものです。 

 

電子メールのタイトル： 

（例） MeetingPlaza 登録ユーザーアカウント 

 

電子メールの差出人： 

（例） xxx@xxxxx.xxxxxxx 

 

電子メールの本文：  

（例） 

ミープラ 花子 様 

(会議室管理者 ID MeetingPlaza-taro) 

 

会議室管理者より ID が発行されました。 

ログイン ID: ABCDEFGH 

パスワード: STUVWXYZ 

 

以下の URL から会議室への入室とパスワードの変更ができます。 

http://xxxxxxxxx.xxx/teammgr/index.cgi 

 

以下の URL からは、会議室へ直接入室することができます。 

  Room 1 

    http://xxxxxxxxx.xxx/oc/mp.cgi?abcdEfghIjk1l2mNOPQRsTuvW3H 

 

会議室管理者からのメッセージ： 

---------------------------------- 

＜ご注意＞ 

MeetingPlaza Web会議のご利用にあたり、次の「ソフトウェアライセンス契約書」を必ずお読みください。 

MeetingPlaza Web会議にアクセスする方は、この契約書に同意して頂いたものとみなします。 

ソフトウェアライセンス契約書 

http://www.meetingplaza.com/product/asp/standard/license.html 

---------------------------------- 
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メール本文の赤枠で示す部分が会議室に入室するためのURLと ID、パスワードです。 会議開始時に

この URL をクリックすると、次のようなエントランス画面が表示されますので、ID、パスワードを入力し、ロ

グインします。 

 

 

登録ユーザー ログイン画面が表示されます。 

 

 

入室する会議室名をクリックし、会議に参加します。 

 

[動作確認]をクリックし、会議に参加する前に Web カメラ・マイク・スピーカー、接続を確

認できます。 
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3. 登録ユーザーがポータル画面から入室する方法 

登録ユーザーのポータル画面では、入室可能な常設会議室の一覧が表示されます。ログイ

ン後、この一覧より入室することが可能です。 
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2-3 会議室に入室する 

入室用の URL にアクセスすると、初回の入室時もしくは、MeetingPlaza のサーバーがバー

ジョンアップされクライアントもバージョンアップが必要となる場合、MeetingPlaza のプログラム

をインストールしても良いかどうか、確認メッセージが表示されます。 

以下に、このメッセージが表示されるタイミングと操作方法について、説明します。 

2-3-1 インストール時の注意事項 

インストールはコンピューターの管理者、制限ユーザーのいずれでも可能です。ただし、制限ユーザ

ーにおいて、以下のバージョンの OS、IEをお使いの方はインストーラーをダウンロードして実行する必

要があります。 

 OSがWindowsVistaで IE7である 

 

ホームページの「クライアントプログラム」にある最新版をクリックして、ダウンロードおよびインストー

ルの実行をしてください。 

http://www.meetingplaza.com/support/program/index.html 

また、会議案内の電子メールに記載されている URL にアクセスし、表示される画面の[インストーラ

ーのダウンロード]をクリックしていただいてもダウンロードすることができます。 
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下記の条件に当てはまる場合、クライアントプログラムインストール時に「仮想プリンタードライバの

アップデート確認」のダイアログが表示されます。 

- 管理者権限 

- 古いバージョンの仮想プリンタードライバがインストールされている 

確認のダイアログで「はい」をクリックすると、仮想プリンタードライバのアップデートを実行します。 

 

2-3-2 プログラムのインストール 

 

① 会議室にログイン 

会議案内の電子メールを、お使いの電子メールプログラムで開いた状態で、会議室に入室する

ための URLをクリックしてください。 

常設会議室にログインする場合は、ログインする部屋を選択し「入室」をクリックしてください。 

Webブラウザーが自動的に起動します。 

 

② MeetingPlazaプログラムのインストール（１） 

Webブラウザーで URLに正しくアクセスできると、WebブラウザーがMeetingPlazaのプログラム

をインストールしようとします。 

この時のWebブラウザーは次のような表示になります。下の図に赤枠で示した部分に、プログラ

ムをインストールするにはここをクリックする必要がある、という表示が現れます。 
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この赤枠部分の表示内容は、お使いの Web ブラウザーのバージョン、MeetingPlaza のバージョ

ンによって異なる場合がありますが、プログラムのインストールにはクリックが必要なことを説明し

ている点は同じです。 

注意： セキュリティに関わる設定変更のため、御社システム管理者様等に事前にご確

認頂くなど、変更に際しては十分ご注意ください。 

 

この表示がされずに真っ白な表示になってしまう場合、Web ブラウザーのセキュリティ設

定の「アクティブ スクリプト」が無効化されているために、MeetingPlaza のプログラムがイン

ストールできない可能性があります。その場合は、「アクティブ スクリプト」を有効にしてか

らWebブラウザーを終了し、再度 URLにアクセスしてください。 

 

③ MeetingPlazaプログラムのインストール（２） 

前項の赤枠部分の「インストール」をクリックしてください。 

 

 

クリックすると下図の様な表示に変わります。発行元に「NTT-IT Corporation」と表示されてい

ることを確認し、[インストールする]をクリックしてください。 
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下記の条件に当てはまる場合、クライアントプログラムインストール時に「仮想プリンタードライバの

アップデート確認」のダイアログが表示されます。 

- 管理者権限 

- 古いバージョンの仮想プリンタードライバがインストールされている 

 

仮想プリンタードライバのアップデート確認のダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックす

るとアップデートを実行します。 

 

 

ハードウェアのインストール確認画面が表示された場合には「続行」をクリックします。 

「いいえ」をクリックすると仮想プリンタードライバのアップデートは、実行しないでクライアントプロ

グラムのインストールが完了します。 

 



18 

2-3-3 インストール直後のログインと音声の確認 

① 会議室にログイン 

MeetingPlaza のインストールが終了すると、会議室にログイン（入室）するための経路探索が自

動で行われ、探索が成功すると会議室にログインします。 

会議室にログインすると、マイク・スピーカーのボリューム調整を行う「音声設定ウィザード」が表

示後、インターネットの速度測定の測定結果が表示されます。 

② 音声ウィザードでの確認 

「音声設定ウィザード」は、マイク・スピーカーのデバイスを確認し、ボリューム調整を行うもので

す。以下の箇所を確認します。 

 

(1) マイクの確認 

1. インジケーターが赤や橙にならない程度に音量を調整してください。お使いのマイクまた

は集音機器を軽く叩くまたは、軽く擦りマイク音量のインジケーターが動くことを確認しま

す。 

2. インジケーターに動きがない場合は、「使用するマイク」の選択肢を変えます。 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 
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(2) スピーカーの確認 

1. 「音声再生」をクリックし、お使いのスピーカーまたは集音装置から「ドレミ･･･」の音量が

適切に聞こえるように、音量を調整してください。 

2. 聞こえない場合は、「使用するスピーカー」の選択肢を変えます。 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 

 

(3) 発話方法の選択 

1. 発話方法を確認します。 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 
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2. 各発話方法の詳細は次のとおりです。発話方法の設定はお使いのパソコンに保存され、

次回の会議においても同じ発話方法が使われるようになります。 

 

発話方法 説明 メリット デメリット 

発話している間、自

動的にマイクを ON 

（音声スイッチ） 

マイクの音が自動

的に検出され、発

言状態になる。 

特別な操作が不要なため、

自然な発言になる。 

マイクの感度や相手の発

話状態によって、発話して

いる時にスイッチが ONに

ならなかったり、発話して

いない時に雑音によって

ONになってしまうことがあ

る 

Ctrlキーを押してい

る間、マイクを ON 

 

Ctrlキーを押しな

がら発言する。 

発言者が限られるため、参

加人数の多い会議でも雑

音が入りにくい。 

操作に慣れが必要。 

キーまたはボタンを

押してマイクの

ON/OFFを切り替え 

Ctrlキーを押して

発言開始、もう一

度押して発言終了

する。 

「キーを押している間マイク

を ON」と同じ 

「キーを押している間マイク

を ON」と同じ 

常にマイクを ON 

（[ミュート]で停止しま

す） 

常に発言状態にな

る。 

少ない参加人数の会議で

は使い勝手が良い。 

発言者が特別な操作なしに

確実に発言できる。 

映像の表示枠が常にピン

クになるため、発言者が誰

であるかわかりにくくなる。 

 

(4) マイクとスピーカーの確認が終わりましたら、［OK］をクリックします。 

 



21 

③ 通信速度の測定 

音声設定後、画面下部に通信速度の測定結果が表示されます。 

 

 

会議室にログインするための経路探索が失敗すると、「音声設定ウィザード」と通信速度

の測定結果の代わりに「接続ウィザード」が起動します。 
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「接続ウィザード」を実行します。 

接続ができないなどの問題が起こった場合は、手動で経路設定を行ってください。詳しく

は 4-1 トラブルシューティングをご覧ください。 

 

④ 会議室へのログイン完了 

画面右下に、ログインできたことを示す、｢接続中｣が表示されていることを確認してください。 

 

 

「接続中」の表示は、ネットワークの環境によって、 

 ・直接接続で接続中 

 ・TCP トンネリングで接続中 

 ・HTTPプロキシ経由で接続中 

のいずれかが表示されます。 

一方、ログインが失敗した場合は、「未接続状態です」と表示されます。 

 

2-3-4 マイクとスピーカーの確認(通常利用時) 

MeetingPlaza には、自分だけが会議室に入室している状態でも、マイクとスピーカーの動作を確

認できる機能が組み込まれています。実際の会議の前には、常に行うようにすると良いでしょう。 

この機能を利用するには、下の図に示す  （音声メニューボタン）をクリックして、表示される

メニューの中の「音声テスト（ループバック試験）開始」を選択します。この状態でお使いの発話方

法に沿って発言をすると、音声が会議室の中で折り返され、スピーカーから聞こえてきます。 

会議室に他の参加者がいたとしても、このときの音声は自分だけにしか聞こえません。 
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この時、マイクとスピーカーが動作していると、下の図のようにボリュームレベルが表示されま

す。 

 

発言をしてもボリュームレベルが表示されない場合は、MeetingPlazaのホームページに

記載している 「MeetingPlza音声トラブル解決法」

http://www.meetingplaza.com/howto/voice_b/voice_main.htmlをご覧ください。 

（MeetingPlazaのホームページからアクセスする方法） 

①http://www.meetingplaza.com にアクセス 

②［サポート］→「困ったときは？」 

③接続・音声・映像・文書共有に関するトラブル対処方法の「音声会話ができない場合」

をクリック 

スピーカーから聞こえるボリュームが小さい、または大きいと感じたら、スピーカーのボリューム

調整つまみを動かしてボリュームを調整してください。 

ボリュームの調整が終了したら、再度  （音声メニューボタン）をクリックして、メニューを表

示させ、「音声テスト（ループバック試験）終了」を選択してください。 

 

ボリュームレベル 

スピーカーボリューム 

調整つまみ 
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2-3-5 映像の確認 

下図の赤枠の中に、ご自身のWebカメラの映像が表示されていることを確認してください。 

 

 

Webカメラの映像がうまく映らない場合には、4-1 トラブルシューティングをご覧ください。 

映像の滑らかさは、設定によって調整できます。設定方法については、利用者リファレンスマニ

ュアルをご覧ください。 

 

2-3-6 会議室からのログアウトと再ログイン 

会議室からログアウト（退室）するには、Webブラウザーを終了します。 

会議室に再度ログインするには、入室した際の URLに再びアクセスします。 

 

2-3-7 プログラムのアンインストール 

アンインストールを行う場合は、Windows のコントロールパネル「プログラムの追加と削除」から

「MeetingPlaza 2D Version 8.0」または「MeetingPlazaPlugin」を選び削除して下さい。 
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3 会議室でのコミュニケーション 

他の参加者と一緒に会議室に入室すれば、音声、映像、資料などでコミュニケー

ションをすることができます。 

この章では、コミュニケーションのための機能を簡単に説明します。より詳しい説

明は、リファレンスマニュアルを参照してください。 

3-1 他の参加者と話す 

ヘッドセットやマイク・スピーカーを使って、他の参加者と話しをしてみましょう。各々の参加

者が会議室で動作確認を終えていれば、話ができます。 

3-2 他の参加者の映像 

自分も含めた参加者の映像は、下の図の赤枠の中に表示されます4。 

発言中の参加者は、映像の表示枠がピンクになります。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 会議室のデザインによっては、表示位置や大きさが変わるものがあります。 
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他の参加者の映像は、画面の左端にあるつまみを右に動かす高画質、左に動かすと低画

質になります。 

 
 

ビデオ品質を高画質（＋側）にすると音声が資料通信の帯域を圧迫して、途切れる場合

があります。 

音声に途切れがある場合は、ビデオ品質を低画質（－側）にすることで改善される場合

があります。 

 



27 

3-3 チャットで発言する 

会議室では音声による発言だけでなく、チャットを行うこともできます。 

画面下部中央にあるチャットを選択すると、下の図のようなチャットウィンドウが表示されま

す。文字入力エリアに適当な文字を入力して[送信]ボタンまたは Enter キーを押すと、入力し

た文字が他の参加者に送信されます。 

文字入力エリアの下の「All」と表示されている部分は、チャットの送信先選択メニューで、

「All」（同じ会議室に入室している全ての参加者に送信）、または任意の参加者名を選択でき

ます。 

また、自分の発言と他の参加者の発言は、文字入力エリアの上にあるチャット表示エリアに

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
チャット表示エリア 

送信先選択メニュー 

 

文字入力エリア 

チャット表示エリア 
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3-4 データを共有する 

会議室では、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ホームページを参加者間で共有することができま

す。 

この章では、これらの機能を簡潔に説明していますので、よくお読みいただき、実際の会議

にお役立てください。 

 

3-4-1 共有の種類 

MeetingPlazaには次の 5つの共有機能があります。状況に応じて使い分けてください。 

共有の種類 何が「共有」できるか どのような場合に使うか 特徴 

ファイル共有 PowerPointファイル 全ての参加者のパソコンに

PowerPointプログラムがイン

ストールされている場合であっ

て、PowerPoint ファイルのペー

ジ送りを素早く行いたいとき 

①共有時、全ての参加者にファイ

ルが送信されるため、ページ送り

などの操作が行えるまで時間が

かかる 

②送信完了後は、他の参加者と

同期をとる動作が速い 

Wordファイル 

Excel ファイル 

PDFファイル 

JPEGファイル 

Text ファイル 

などの PowerPoint

以外のファイル 

共有しようとする種類のファイ

ルが、全ての参加者のWebブ

ラウザーで表示できるとき 

表示された画面内の操作が他の

参加者の画面に反映されない（例

えば Excelのセルに数値を入力、

シートの切り替え） 

Windows Media 

Player用ファイル

（.avi/.wmv/.wma/.mi

d/wav） 

再生操作が同期する 

仮想ファイル共有 

 

VPIファイル 

（MeetingPlaza独自） 

資料を配布せず、ファイル共

有を行いたいとき 

共有先にはファイルを作成せず

に、全ての参加者にメモリ上で資

料共有 

アプリケーション

共有 

自分のパソコンで実

行しているプログラ

ム（例えば CADプロ

グラムなど）の画面 

①自分のパソコンで実行して

いるプログラムの画面を、他の

参加者に見せたいとき 

②ファイル共有では不便なとき 

①送受信する画面データ量が多

いため、表示に時間がかかる 

②モデム回線などの低速ネットワ

ークには適さない 
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デスクトップ共有 パソコンのデスクトッ

プ全体、もしくは指

定した範囲の画面 

デスクトップ全体、もしくは一部

の範囲を指定して参加者に見

せたいとき 

アプリケーション共有と同じ 

ウェブ共有 

 

 

Webサイト Webサイトを全員で見たいとき ユーザー名、パスワードを入力す

るWebサイトでは、それ以降の画

面が共有できないことがある 
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3-4-2 ファイル共有の使い方 

自分がファイルの共有を始める場合は、「ファイル共有」をクリックして共有するファイルを選択し

ます。ファイルは自動的に他の参加者に送信し、各クライアントのハードディスクに保存します。そ

の後自分を含めた全ての参加者のパソコンの資料共有ウィンドウに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信完了、資料共

有ウィンドウに表示

されます 
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一方、他の参加者がファイル共有を始めた場合は、自動的にファイルを受信、資料共有専用の

ウィンドウに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web ブラウザーのセキュリティ機能により、「開く」か「保存」するかの確認が求められる

場合があります。この場合、「開く」をクリックしてください。 

 

ファイル共有時のファイル名は多言語対応しておりません。 

日本語側で共有を実行するファイル名は日本語を使わず半角アルファベット・数字に変

更してお使いください。 

 

ファイル共有の詳しい使い方は、利用者リファレンスマニュアルをご覧ください。 

 

 

受信完了、資料共有

ウィンドウに表示され

ます。 
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3-4-3 仮想ファイル共有の使い方 

自分がファイルの共有を始める場合は、「仮想ファイル共有」をクリックして共有するファイルを選

択します。共有先にはファイルを作成せずに、全ての参加者にメモリ上で資料共有することができ

ます。 
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3-4-4 アプリケーション共有機能の使い方 

アプリケーション共有をはじめる場合は、共有したいアプリケーションプログラムをあらかじめ起

動しておきます。その上で「アプリケーション共有」をクリックし、該当のアプリケーションを選択する

と、そのアプリケーションが最前面に表示されるとともに、画面データが他の参加者に送信されま

す。 

アプリケーションプログラムは、複数選択することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、他の参加者がアプリケーション共有を始めた場合は、特別な操作なしに画面データを受

信し、資料共有専用のウィンドウに表示されます。 

アプリケーション共有の詳しい使い方は、利用者リファレンスマニュアルをご覧ください。 

資料が前面に表示され、制御権の

操作を行うバーが表示されます。 
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3-4-5 デスクトップ共有機能の使い方 

デスクトップの共有をはじめる場合は、「デスクトップ共有」をクリックし、「全画面を共有」もしくは

「範囲を指定して共有」を選択します。「全画面を共有」を選択した場合はデスクトップの全画面が

他の参加者に表示されます。また、「範囲を指定して共有」を選択した場合は、範囲指定の枠が表

示されますので、共有を行いたい範囲を指定すると、画面データが他の参加者に送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全画面を共有する場合） 

デスクトップ全体が共有されます。 
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デスクトップ共有の詳しい使い方は、利用者リファレンスマニュアルをご覧ください。 

（範囲を指定して共有する場合） 

枠がピンク色に変わり、

枠内の画面のみが共有

されます。 

範囲指定枠が表示されますので、

適宜拡大、縮小、移動し範囲を指定

した後、[開始]をクリックします。 
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3-4-6 ウェブ共有機能の使い方 

ウェブ共有をはじめる場合は、「ウェブ共有」をクリックしてURLを手入力するか、その入力エリア

の右にある［お気に入り］をクリックして、共有したいWebサイトのURLを選択します。どちらかの方

法で URL を確定すると、そのWebサイトの画面が自分を含めた全ての参加者の資料共有専用の

ウィンドウに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、他の参加者がウェブ共有を始めた場合は、特別な操作なしに URL情報を受信、Webサイ

トが資料共有専用のウィンドウに表示されます。 

ウェブ共有の詳しい使い方は、利用者リファレンスマニュアルをご覧ください。
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3-4-7 共有に関するその他の機能 

共有に関するその他の機能として、ホワイトボード機能などがありますが、本書では説明を省略

します。 

前の章で述べたとおり、MeetingPlaza の共有機能には豊富な機能があります。ここでは主な機

能を一覧で記載しますので、詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。 

 複数の資料を共有 

 共有資料へのマーキング 

 共有資料の画面印刷 

 PDF ファイルのような印刷イメージファイル（VPIファイル）の作成、共有 

 アプリケーション共有時の操作権制御 

 会議の途中から入室した利用者に資料を提示する機能 
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3-5 会議室画面を変更する 

MeetingPlaza には、7 種類の会議室画面が用意されています。これらの会議室画面は、会

議中に主催者の操作により切り替えが可能です。 

画面右上の［その他］ボタンをクリックし、[画面デザイン]より各画面を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準画面 
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入室用のURLにアクセスしたときの会議室画面は、会議室の予約時に決定されます。

簡単画面 ディスカッション 

ワイド 
セミナー 

V5標準画面 
クラシック 
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4 付録 

4-1 トラブルシューティング 

① 初回接続時、接続ウィザードが起動します 

初回接続時、会議室にログインするための経路探索が失敗すると、接続ウィザードが起動しま

す。 

以下の要領で、経路を手動設定してログインできるかどうか試してください。 

(1) キャンセルボタンを押して接続ウィザードを終了させる 

(2) 会議室画面の［設定］をクリックして「各種設定」ウィンドウを表示させる 

(3) ［接続］タブをクリックする 

(4) 接続方法を「ウェブブラウザーの接続方法に従う」から「HTTPプロキシ経由」に変更する 

以下の項目に正しい値を設定する 

 お使いの環境に合わせて、プロキシ名とポート番号を入力する5 

 デフォルトポート番号を 443 に設定する 

 「CONNECT メソッドを利用する」をオンにする 

(5) ［再接続／ログイン］を押す 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 

                                                   
5 プロキシ名とポート番号は、お客様のネットワーク管理者にお尋ねください。 
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② Web カメラの映像が映りません 

指定したビデオデバイスを使用しない設定にすると、正しく表示できる場合があります。 

以下の要領で、指定したビデオデバイスを使用しない設定にして Web カメラの映像が映るかどう

か試してください。 

(1) 会議室画面の［設定］をクリックして「各種設定」ウィンドウを表示させる 

(2) ［ビデオ］タブをクリックする 

(3) 「指定したビデオデバイスを使用する」を OFF にする 

(4) 会議室のWebブラウザーを終了し、会議室に入室するための URLに再度アクセスする 

 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 
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4-2 よくある質問 

① 「接続中」の色は何を意味していますか？ 

 

 

この色は通信状態を示しています。良い順に、「緑」、「黄」、「オレンジ」、「赤」となります。 

 

緑 良好な状態 

黄 一時的な遅延や損失があるが、使用には問題がない状態 

オレンジ 遅延や損失で品質に影響がでている状態 

赤 使用不能な状態 

 

オレンジや赤になると音切れが発生する可能性が高くなります。以下の画面により、ネットワーク

速度を下げ、改善されるか試してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「詳細項目を表示」が ONの場合 

「設定前」の値よりも20～30%低

い値を「設定後」に入力するか、

下の「ネットワーク環境を選択し

て入力」から選択してください。 
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② Ctrlキーを押さずに発言したい 

MeetingPlazaにはいくつかの発言方法があります。Ctrlキーを押して話す方法はそのうちの一つ

です。これを他の方法に変更すると、Ctrlキーを押さずに、あるいは一度押すだけで発言できるよう

になります。 

発言方法を変更するには、各々のパソコンで次の操作を行ってください。 

 

 

 

各発言方法の詳細は次のとおりです。それぞれメリット・デメリットがありますので、利用環境また

は好みに応じて使い分けると良いでしょう。 

発言方法の設定はお使いの PCに保存され、次回の会議においても同じ発言方法が使われるよ

うになります。 

 

 

発話方法 説明 メリット デメリット 

発話している間、自動

的にマイクを ON 

（音声スイッチ） 

マイクの音が自動的に

検出され、発言状態に

なる。 

特別な操作が不要なた

め、自然な発言にな

る。 

雑音が入りやすくなる

ため、参加人数の多い

会議には向かない。 

Ctrlキーを押している

間、マイクを ON 

 

Ctrlキーを押しながら

発言する。 

発言者が限られるた

め、参加人数の多い会

議でも雑音が入りにく

い。 

操作に慣れが必要。 

キーまたはボタンを押

してマイクの ON/OFF

を切り替え 

Ctrlキーを押して発言

開始、もう一度押して

発言終了する。 

「キーを押している間マ

イクを ON」と同じ 

「キーを押している間マ

イクを ON」と同じ 

常にマイクを ON 

（[ミュート]で停止しま

す） 

常に発言状態になる。 少ない参加人数の会

議では使い勝手が良

い。 

発言者が特別な操作

なしに確実に発言でき

る。 

映像の表示枠が常に

ピンクになるため、発

言者が誰であるかわか

りにくくなる。 
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4-3 困ったときは？ 

困ったときには以下の手段で解決を試みてください。 

① マニュアルを参照する 

画面右上にある  （ヘルプボタン）をクリックすると、新しいウィンドウが開き、マニュアルが参

照できます。 
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② MeetingPlazaのホームページを参照する 

MeetingPlazaのホームページには、様々な参考情報を掲載しています。 

http://www.meetingplaza.com/support/にアクセスすると、「MeetingPlaza お客様サポート」のペー

ジが表示します。 

「お客様サポート」の「各種サポート情報」に、次の項目がありますので参考にしてください。 

 困ったときは？ 

 よくあるご質問 

 操作マニュアル 

 

 

 

http://www.meetingplaza.com/support/
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③ ＮＴＴアイティのサポート窓口に問い合わせる 

MeetingPlazaの開発は全て NTTアイティが行っており、迅速な問題解決が可能です。 

ホームページからのお問い合わせは、「お客様サポート」の「フォームによるお問合せ」をご利用

ください。 

 

 

サポート窓口に、電子メールまたは電話でご連絡いただくことも可能です。 

 電子メール support@meetingplaza.com 

 電話 0120-753-677 （平日 9:00～18:00） 

 

スムーズなサポートのため、お問い合わせはシステム管理者経由でお願いします 
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