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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 の機能や詳しい使い方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、同じ会議室の参加者とコミュニケーシ

ョンをすることができます。 

 同じ会議室の参加者同士で、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 Pentium4 以上 

Intel Core 2 Duo 以上を推奨*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。 
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*4 2016 年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 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。 



5 

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 会議室画面 

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。 

3-1 会議室画面共通の特長 

(1)ビデオ領域の大きさに合わせて参加者の映像が拡大・縮小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィンドウサイズを拡大させるなどしてビデオ

領域を広げると、画質を保ったまま 

表示サイズを拡大します。 

 

［ビデオ領域に合わせる（推

奨）］が標準の動作設定です。 
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(2)主催者の操作により、会議中の画面レイアウトの切り替えが可能 

 

標準画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準画面以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

3-2 会議室画面の種類 

3-2-1 標準画面 

MeetingPlaza の本バージョンにおける標準の会議室画面です。会議予約をする際、他の会議

室画面を選択しなければ、標準で選択される画面です。ビデオ領域と各種制御領域がバランス

良く配置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面左下にある、  をクリックすると、各種制御領域が表示されます。 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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「音声」、「チャット」、「参加者」タブを選択時に、右上の クリックすると 

別ウィンドウで表示することができます。 

別ウィンドウ表示中に、右上の クリックまたは、ウィンドウを閉じると元の状態に戻ります。 

 

タブ 別ウィンドウで表示した場合 
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3-2-2 簡単画面 

各種制御領域のボタン類を、よく利用されるものだけに絞り、かつ大きく表示することで、人に

やさしいユーザインタフェースを実現したものです。 

マイクとスピーカーの絵の部分をマウスでクリックすると、音量を調整することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面右下のスパナのアイコンが、「設定」ボタンです。 詳細設定や音声設定などの操作はここ

で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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3-2-3 ディスカッション 

会議の中心者を、各参加者の画面中央にワンタッチ（focus ボタンのクリック）で表示させること

を実現したものです。参加者の表示枠数は、会議室への入室者数に応じて、動的に変更されま

す。（focus ボタンをクリックした場合は、参加者全員に同様に表示されます） 

左右の小さな映像をダブルクリックすると、中央に大きく表示されます。また、中央の映像をダ

ブルクリックすると、元の小さな映像の表示位置に戻ります。（ダブルクリックで中央に表示した画

面は、自端末のみの表示になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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3-2-4 ワイド 

各種制御のボタン類を画面の一番下に横一列に並べ、その上のビデオ表示エリアをできるだ

け広く確保したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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3-2-5 セミナー 

参加者が○△×で意思表示でき、それを集計できる仕組みをもったものです。前に述べたディ

スカッションと同様、参加者の表示枠数は、会議室への入室者数に応じて、動的に変更されま

す。 

上部にある［○］、［△］、［×］が意思表示ボタン、それぞれのボタンの右側にある数字が、そ

の意思表示を行った人数です。［CLEAR］は自分の意思表示をクリア（取り下げ）するボタン、そ

の右側の数字は全参加者数、その右の［ALL CLEAR］ボタンは全てのユーザーの意思表示をク

リアできますが、特権のあるユーザーにしか表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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3-2-6 V5 標準画面 

MeetingPlaza の前バージョンにおける標準の会議室画面です。ビデオ領域と各種制御領域が

バランス良く配置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオ領域 

各種制御領域 
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V5 標準画面には下図のようなアイコンがあります。これらのアイコンをクリックすることで、コン

トロールの表示状態を変えることができます。 

 
 

アイコン クリックした場合の動作と機能 

 

［コントロールを別ウィンドウで表

示］ 

クリックすると、下図のようにコントロールが別ウィンドウで表示

されます。ウィンドウを閉じるともとの状態に戻ります。 

 

 

コントロール部分を隠す場合は、黒い境界部分をクリックしながら下方向に下げます。 

 

 

 

 

 

 

 

隠れたコントロール部分を表示する場合は、黒い境界部分をクリックしながら上方向に上げま

す。 

 

 

 

3-2-7 クラシック 

前に述べた標準画面と似通った画面ですが、各種制御領域のレイアウトが異なります。 
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ビデオ領域 

各種制御領域 



19 

3-2-8 音声会議 

会議室管理者が、会議室の設定を「音声会議」にした場合に参加者の映像が表示されない会

議室になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音声会議室では、参加者の映像を表示する画面レイアウトの切替えは行なえません。 

 

 

各種制御領域 
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3-3 ビデオ映像のフルスクリーン・切り離し 

「標準画面」、「簡単画面」、「ワイド」、「V5 標準画面」、「クラシック」のときに操作することがで

きます。 

 

ビデオ表示領域の右上のボタンで、映像の「フルスクリーン」表示や、ビデオ表示領域を「切り

離す」ことが出来ます。 

 

 

ボタン クリック時の動作 

 

[フルスクリーン/元に戻

す] 

参加者の映像をフルスクリーン（全画面）で表示します。 

フルスクリーン表示中に、 をクリックしフルスクリーンか

ら元に戻します。 

 

[切り離す/ドッキング] 

標準画面のみ動作します。 

ビデオ表示領域を切り離して表示します。 

切り離し中に、 をクリックしドッキングした状態に戻りま

す。 
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3-4 会議室画面の切り替え 

3-1 章で述べたように、会議室の画面レイアウトは、会議中に主催者の操作により、変更

することができます。 

例えば、「標準画面」から「簡単画面」にレイアウトを変更することができます。 

会議室画面を切り替えた後に入室したユーザーには、切り替え後の画面が表示されま

す。 

画面レイアウトを変更する表示部は、「標準画面」と「標準画面以外」は異なります。 

 

1) 標準画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この部分をクリックします 
変更したい画面名

を選択 

画面レイアウトは参

加者全員が一斉に

切り替わります。 
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2) 標準画面以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューの中か

ら、変更したい画

面名を選択 

現在の画面名が表示されており、この部分を

クリックするとメニューが表示されます。 

画面レイアウトは参

加者全員が一斉に

切り替わります。 
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3-5 ライセンス数の警告表示 

(システム販売をご利用のお客様のみ） 

追加ライセンスの購入につきましては、support@meetingplaza.com にお問い合わせくだ

さい。 
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3-6 他の参加者の音声とネットワーク設定の

変更 

主催者として会議室に入室すると、他の参加者の音声設定とネットワーク設定を変更す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニュー項目 選択した場合の動作と機能 

最小化 2-8 章で説明していますので、そちらをご覧ください。 

2 倍サイズで表示 

この参加者のみ表示 

非表示にする 

強制退出させる 3-7-6 章で説明していますので、そちらをご覧くださ

い。 発話方法 

エコーキャンセラー 
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ノイズキャンセラー（マイク） 

ノイズキャンセラー（スピーカー） 

マイクボリュームを設定 

ネットワーク速度自動測定を起動 

ネットワーク速度を設定 

リモートサポート 

遠隔設定 

ビデオ停止 

情報 4-2-15 章で説明していますので、そちらをご覧くださ

い。 

 

 

3-7 「その他」からできること 

「その他」をクリックし、操作できることを記載します。 

簡単画面は、「設定」をクリックし、「詳細設定」の中の「IE 設定」、「その他」の部分が、「そ

の他」に該当します。 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナ

ー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 
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3-7-1 お問い合わせ 

標準画面は、画面上部の「その他」から「お問い合わせ」をクリックします。 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックは、「その他」から｢お問い合わせ｣を

クリックします。 

簡単画面は、「設定」の「その他」から「お問い合わせ」をクリックします。 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシッ

ク 

簡単画面 

 

 

 

 

下図のようなお問い合わせ情報を表示するウィンドウが開きます。 

 

 

ウィンドウの中には、ヘルプ、FAQ、トラブル時問い合わせ用の Web ページへのリンク、NTT ア

イティのサポート窓口のメールアドレスが表示されます。 

ウィンドウを消去するには、右上の［×］をクリックしてください。 
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3-7-2 画面レイアウト 

「V5 標準画面」のときに操作することができます。 

 

「その他」をクリックし、「画面レイアウト」を選択すると、さらに下図のようなサブメニューが表示

されます。 

 

 

サブメニューの各項目の機能は次のとおりです。 

サブメニューの項目 選択した場合の動作と機能 

映像モード 各種制御領域を隠し、ビデオ領域を拡大した画面デザインです。 

文書共有モード 共有ウィンドウをドッキングした状態で「文書共有モード」にすると、共有

ウィンドウ部分が広がります。 

標準 ビデオ領域、各種制御領域を表示する、「標準」の画面デザインです。 

設定 自分の気に入ったデザイン配置（各ウィンドウのサイズや位置）を「保

存」し、以後の会議でそのデザイン配置を復元できるようにした機能で

す。 

このサブメニュー項目を選択すると、下図のようなウィンドウが表示され

ます。 

 

保存する場合は、「タイトル」を入力し、［保存］をクリックします。保存す

ると、サブメニューの中にタイトルが現れるようになりますので、そのタ

イトルを選択すると、保存したデザインを復元できます。 
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また、保存したデザインは、下記のようにリストに現れますので、選択し

てから［上書き保存］、［削除］が行えます。 
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3-7-3 参加者リスト 

「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」のときに

操作することができます。 

 

この項目を選択すると、下図のような、予約会議時に登録した参加者のリストと、各参加者の

参加状態(会議しに参加しているかどうか)を示すウィンドウが開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［番号］または［氏名］をクリックすると、それぞれでソートできます。さらにもう一度クリックする

と、昇順と降順を逆転させることができます。 

［更新］をクリックすると、会議室へのログイン状態を再度確認し、参加者リストを再表示しま

す。 

ウィンドウを消去するには、［閉じる］または右上の［×］をクリックしてください。 
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3-7-4 参加者の招待 

「参加者の招待」は、会議予約時にゲストアカウント数のリストより数字を選択した場合にのみ

表示されます。 

ゲストアカウント数の上限は、最大参加人数より主催者と参加者の数引いた数になります。 

 

 

標準画面は、画面下部の「参加者」から「参加者を招待」をクリックします。 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックは、「その他」から｢参加者の招待｣を

クリックします。 

簡単画面は、「設定」の「その他」から「参加者の招待」をクリックします。 
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標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシッ

ク 

簡単画面 

 

 

 

 

この項目を選択すると、下図のような、予約時に参加者として登録しなかったユーザーを、参

加者として招待するためのウィンドウが表示されます。 

 

ウィンドウ内の入力欄、ボタンの意味は次のとおりです。 

入力欄、ボタン 意味、動作 

参加者のメールアドレス 招待したい参加者のメールアドレスを入力します。招待を行うと、会

議室に入室するための URL が、このメールアドレス宛に送信されま

す。 

参加者の氏名（オプション） 招待したい参加者の氏名を入力します。招待された参加者が、受

け取った URL を使って会議室に入室すると、この氏名が顔画像枠

の下に表示されます。入力せずに招待することもできます。 

［OK］ 入力した内容の確認画面を表示します。 

［閉じる］ このウィンドウを閉じます。 
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入力して［OK］をクリックした移行は、以下の画面のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招待された参加者には、次のような電子メールが届きます。URL をクリックして会議室に入室し

てください。 

 

（電子メールのタイトルの例） 

MeetingPlaza 会議室へのご招待 

 

（電子メールの本文の例） 

ミープラ 次郎様 

 

会議室主催者 (会議室管理者 IDMeetingPlaza-taro) 様からのご招待状をお送りします。 

 

次の URL をクリックしてログインして下さい。 

 

https://xxxx.meetingplaza.com/oc/mp.cgi?ab1C23DefGH4Ij56klMnO_pqrst 

 

電話ゲートウェイの回線番号は "000-0000-0000" , "00-0000-0000" です。 

 

○電話/TV 会議装置接続の識別番号 "0123 4567" 

確認画面 

完了画面 

続けて参加者を招待する画面 
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  ダブルクォート(")やスペースを入力する必要はありません。 

 

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

＜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://xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/yyyyyy/xxx/yyyyyyy/license.html 

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

招待を行うと、主催者に送信されているゲスト用のアカウントのうち、一つを無効にしま

す。 

3-7-5 IE 各種表示設定 

標準画面は、画面上部の「その他」から「IE 各種表示設定」をクリックします。 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックは、「その他」から｢IE 各種表示設定｣

をクリックします。 

簡単画面は、「設定」から「IE 設定」をクリックします。 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシッ

ク 

簡単画面 

 

 

 

 

Firefox、Google Chrome 使用時には、「IE 各種表示設定」の代わりに「ブラウザー」と表

示されます。 

「ブラウザー」で表示された場合、「入室時に自動リサイズ」のみ表示されます。 
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ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックで、この項目を選択すると、さらに下図

のようなサブメニューが表示されます。 

 

 

 

サブメニューの各項目の機能は次のとおりです。 

サブメニューの項目 選択した場合の動作と機能 

アドレスバー表示 Internet Explorer のアドレスバーを表示／非表示にします。 

メニューバー表示 Internet Explorer のメニューバーを表示／非表示にします。 

ツールバー表示 Internet Explorer のツールバーを表示／非表示にします。 

ステータスバー表示 Internet Explorer のステータスバーを表示／非表示にします。 

入室時に自動リサイズ 標準画面などでは、会議室に入室するとはウィンドウが左寄せになり、

横幅が狭くなります。そのウィンドウサイズ変更を抑制します。 

3-7-6 ユーザーリスト 

標準画面は、画面下部の「参加者」をクリックします。 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックは、「その他」から｢ユーザーリスト｣を

クリックします。 

簡単画面は、「設定」の「設定・操作」から「ユーザーリスト」をクリックします。 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシッ

ク 

簡単画面 

 

 

 

 

この項目を選択すると、下図のような、ユーザー（参加者）の一覧を示すウィンドウが表示され

ます。 

標準画面では、「参加者」の右上  をクリックすると別画面でユーザーリストが表示され

ます。 

このウィンドウの表示内容は、主催者または特権ユーザーと、それ以外の一般の参加者とで

異なります。 

ユーザーリストの名前の左横の表示で、参加者の権限を確認できます。 

は主催者または特権ユーザーになります。 



35 

は一般の参加者になります。 

会議予約で開催した会議で、名前が表示されており、どちらのアイコンの表示も無い場合は、

その参加者はログインしていません。 

 

 

主催者または特権ユーザーの画面 一般の参加者の画面 

  

 

どちらの場合でも、ユーザーID あるいはユーザー名の部分をマウスで右クリックし、「詳細情報

を表示」を選択すると、下図のように、そのユーザー（参加者）の接続状態を表示します。 

 

 

[ >> ]をクリックすると、詳細な情報を表示します。を表示します。 

 

接続状態(%)の数字の色は、そのユーザーの通信状態を示します。良い順に、「緑」、「黄」、

「赤」となります。各色の意味については、「はじめて会議マニュアル」の「よくある質問」の章をご

覧ください。 
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ユーザーリスト内のボタン、チェックボックス等の機能は次のとおりです。 

 

青い文字は、一般の参加者と主催者または特権ユーザーの画面の共通表示項目を表します。 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

参加者の制

御 

発話 全ての参加者の発話権限を制御します。 

許可者数は、「全員を許可する」、「全員を禁止する」、「指定した参

加者のみ許可する（最大 8 人）」から選択できます。 

指定した参加者のみ許可する場合は 

の状態で参加者に権限を付与、 の状態で全ての参加者から

権限を奪います。 

テキスト 全ての参加者のチャット入力権限を制御します。許可者数は、「全

員を許可する」、「全員を禁止する」、「指定した参加者のみ許可す

る（最大 8 人）」から選択できます。 

指定した参加者のみ許可する場合は の状態で参加者に権限を

付与、 の状態で全ての参加者から権限を奪います。 

共有操作 全ての参加者の共有操作権限を制御します。許可者数は、「全員

を許可する」、「全員を禁止する」、「指定した参加者のみ許可する

（最大 8 人）」から選択できます。 

指定した参加者のみ許可する場合は 

の状態で参加者に権限を付与、 の状態で全ての参加者から

権限を奪います。 

描画 全ての参加者の描画権限を制御します。許可者数は、「全員を許

可する」、「全員を禁止する」、「指定した参加者のみ許可する（最大

8 人）」から選択できます。 

指定した参加者のみ許可する場合は 

の状態で参加者に権限を付与、 の状態で全ての参加者から

権限を奪います。 

ユーザー 名前 参加者の名前です。 

挙手 挙手の有無を表示します。 

回答（アンケ

ー ト 操 作 を

した時 に表

示） 

アンケートに回答した選択肢を表示します。 

発話 発話権限を制御します。 

「指定した参加者のみ許可する（最大8人）」を選択時に、チェックボ

ックスのオンオフの操作により、参加者個別に制御できます。 

テキスト チャット入力権限を制御します。「指定した参加者のみ許可する（最

大 8 人）」を選択時に、チェックボックスのオンオフの操作により、参
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加者個別に制御できます。 

共有操作 共有操作権限を制御します。「指定した参加者のみ許可する（最大

8 人）」を選択時に、チェックボックスのオンオフの操作により、参加

者個別に制御できます。 

描画 描画権限を制御します。「指定した参加者のみ許可する（最大 8

人）」を選択時に、チェックボックスのオンオフの操作により、参加者

個別に制御できます。 

 

また、ユーザーID あるいはユーザー名の部分をマウスで右クリックすると、下図のように、その

ユーザー（参加者）の音声設定、ネットワーク設定を行うためのメニューが表示されます。 

 

 

メニューの各項目の機能は次のとおりです。 

メニューの項目 選択した場合の動作と機能 

強制退出させる 該当ユーザーを強制退出（ログアウト）、ユーザーID を無効

化することができます。 

詳細情報を表示 参加者の情報（ユーザーID・接続状態・設定）を表示します。 

発話方法 発話方法を以下の中から選択します。 

 発話している間自動的にマ

イクを ON（音声スイッチ） 

マイクの音を自動的に検出し、キーを押さずに発言できるモ

ードにします。 

 キーを押している間にマイク

を ON 

キー（Ctrl キーなど、キーは変更可能）を押して発言するモー

ドにします。 

 キーまたはボタンを押してマ

イクの ON/OFF を切り替え 

キーを押して発言開始、もう一度押して発言終了するモード

にします。 

 常にマイクをON（[ミュート]で

停止します） 

常に発言状態にするモードです。 

エコーキャンセラー エコーキャンセラーを使用します。 

ノイズキャンセラー（マイク） ノイズキャンセラー（マイク）を使用します。 
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ノイズキャンセラー（スピーカー） ノイズキャンセラー（スピーカー）を使用します 

マイクボリュームを設定 マイクボリュームを設定します。 

ビデオ停止 該当ユーザーのビデオ開始/一時停止を行います。 

ネットワーク速度自動測定を起動 該当ユーザーの PC で、ネットワーク速度自動測定を開始し

ます。 

ネットワーク速度を設定 該当ユーザーのネットワーク速度を指定するための、サブメ

ニューを表示し、指定したネットワーク速度を適用します。 

リモートサポート 参加者のデスクトップまたは範囲を指定し、参加者にリモート

操作のリクエストを送信します。参加者がリクエストを許可し

ない場合、リモート操作は出来ません。 

遠隔設定 参加者のネットワーク速度、ビデオ(ビデオデバイス・ビデオ

品質)、音声（マイク・スピーカー・発話方法）を遠隔で設定し

ます。 

 

 

3-7-7 アンケート 

標準画面は、画面下部の「参加者」から「アンケート」をクリックします。 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシックは、「その他」から｢アンケート｣をクリ

ックします。 

簡単画面は、「設定」の「設定・操作」から「アンケート」をクリックします。 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシッ

ク 

簡単画面 

 

 

 

この項目を選択すると、下図のようなウィンドウが表示されます。 
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質問の内容をメニューから選択し、［アンケートの開始］をクリックすると、その質問と回答の選

択肢が他のユーザーに示されます。 

    

 

 

 

 

質問と回答の選択肢が表示された 

他のユーザーの画面 

アンケートを開始したユーザーの画面 
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質問を受けたユーザーが、回答の選択肢を指定して［回答を送信］をクリックすると、下図のよ

うにアンケートを開始したユーザーの画面に反映されます。 

    

 

 

 

 

 

 

ユーザーの回答は、下図のようにユーザーリストにも表示されます。 

 

回答の選択肢を指定、［回答を送信］

ボタンがクリックすると、アンケートを

開始したユーザーに、選択した回答を

提示します。 

他のユーザーが回答をすると、該当

の選択肢の回答数として示されます。 
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アンケートの設問内容は次のとおりです。 

何択 質問 選択肢 

2 択 [はい]か[いいえ]でお答えください。 1.はい 

2.いいえ 

2 択 [賛成]か[反対]でお答えください。 1.賛成 

2.反対 

2 択 [良い]か[悪い]でお答えください。 1.良い 

2.悪い 

2 択 [易しい]か[難しい]でお答えください。 1.易しい 

2.難しい 

3 択 [はい][いいえ][どちらでもない]の中からお答えください。 1.はい 

2.いいえ 

3.どちらでもない 

3 択 [賛成][反対][どちらでもない]の中からお答えください。 1.賛成 

2.反対 

3.どちらでもない 

3 択 [良い][悪い][どちらでもない]の中からお答えください。 1.良い 

2.悪い 

3.どちらでもない 

3 択 [易しい][難しい][どちらでもない]の中からお答えください。 1.易しい 

2.難しい 

3.どちらでもない 

4 択 いずれか 1 つを選択してください（価格、4 択）。 1.とても高い 

2.やや高い 

3.やや安い 

4.とても安い 

4 択 いずれか 1 つを選択してください（多少、4 択）。 1.とても多い 

2.やや多い 

3.やや少ない 

4.とても少ない 

4 択 いずれか 1 つを選択してください（優劣、4 択）。 1.優れた 

2.とても良い 

3.悪い 

4.最低 

5 択 いずれか 1 つを選択してください（価格、5 択）。 1.とても高い 

2.やや高い 

3.どちらでもない 

4.やや安い 

5.とても安い 
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5 択 いずれか 1 つを選択してください（多少、5 択）。 1.とても多い 

2.やや多い 

3.どちらでもない 

4.やや少ない 

5.とても少ない 

5 択 いずれか 1 つを選択してください（優劣、5 択）。 1.優れた 

2.とても良い 

3.どちらでもない 

4.悪い 

5.最低 

 

アンケートのウィンドウのボタン、チェックボックスの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

「質問の内容」メニュー あらかじめ MeetingPlaza で用意してある質問の一覧で

す。このメニュー項目の中から他のユーザーに送信す

る質問を選択します。 

「回答欄」の選択肢 選択した質問に応じた回答です。 

オプション 回答の変更を許可する 質問を受けたユーザーが、回答の変更ができるように

します。 

回答状況の表示を自動的

に更新する 

アンケートを開始したユーザーの画面に表示する回答

状況（選択肢ごとの回答数）を自動的に更新します。自

動的に更新しない場合は、［回答状況の更新］をクリッ

クします。 

個人別の回答内容をユー

ザーリストに表示する 

ユーザーリストにユーザーごとの回答を表示します。 

回答の集計結果を会議の

参加者に配信する 

質問を受けたユーザー側にも回答の集計結果を表示

します。 

［アンケートの開始］ 選択した質問でアンケートを開始します。 

［回答状況の更新］ アンケートを開始したユーザーの画面に表示する回答

状況（選択肢ごとの回答数）を更新します。 

［回答を送信］ 回答を送信します。アンケートを開始したユーザー自身

も回答することができます。 

［閉じる］ このウィンドウを閉じます。 
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3-8 映像表示部からできること 

マウスが画面上にあるときに行える操作を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準画面・簡単画面・ワイド・V5 標準画面・クラシック 

 

2 倍サイズで表示 

映像を2 倍サイズで表示します。 元のサイズに戻すときは （通常

サイズに戻す）をクリックします。 

 

最小化 

指定した参加者を最小化にします。元に戻すときは最小化している

ユーザーの「通常サイズに戻す」をクリックします。 

 

 
この参加者のみ表示 

指定した参加者のみを表示します。 元に戻すときは、 （参加者

全員を表示）をクリックするか、ビデオ設定内の「参加者全員を表

示」を選択します。 

 

 

非表示にする 

指定した参加者を非表示にします。 元に戻すときは、ビデオ設定内

の「参加者全員を表示」を選択します。 

 

 

標準画面・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 

 

一時停止 

クリックするとカメラ映像の送信を停止します。 

一時停止を選択後、 （ビデオ開始）をクリックすると、カメラ映像の
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送信を再開します 

 

保存 

（一時停止）をクリックし、カメラ映像を一時停止した状態にする

と、一時停止した画像をパソコンにビットマップファイルとして保存す

るために、クリック可能な状態になります。 

 

静止画 

ビットマップファイルをカメラ映像の代わりに使用します。クリックする

とビットマップファイルを選択するウィンドウが表示されます。 

 

挙手 

クリックすると、映像の左上に挙手のアイコンが表示されます。 

 

挙手の状態は、ユーザーリストにも表示されます。 

 

 

情報 

そのユーザーの接続状態を表示します。 

 

[ >> ]をクリックすると、詳細な情報を表示します。を表示します。 

 2-6-6 ユーザーリスト、4-2-15 各ユーザーの通信状態の表示で説

明していますので、そちらをご覧ください。 
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3-9 会議室画面で効果音を鳴らす設定 

各種設定ウィンドウの［その他］の中で、効果音を鳴らす設定が行えます。 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

ボタン、チェックボックス オンまたは選択した場合の動作と機能 

［自分が入室したとき］等のメニュー 音をならす場面を選択します。この項目は、その下にある

「音を鳴らす」チェックボックス、ファイル名と連動します。 

すべての場面で同じ音を鳴らす ［自分が入室したとき］等のメニューに含まれる全ての場面

で音を鳴らします。 

音を鳴らす ［自分が入室したとき］等のメニューによる、場面ごとに音

を鳴らす／鳴らさないを設定します。 

音を鳴らす設定にすると、下図のようにスピーカーをミュー

トしていても音が鳴ります。 

 

（標準画面） 
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（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） 

 

ファイル名 音を鳴らすファイル名を手入力します。手入力せずに、そ

の右にある[参照]ボタン操作でファイル名を選択することも

できます。 

参照 「ファイル名」に設定するファイルを、「ファイルを開く」ウィン

ドウから選択します。 

再生 「ファイル名」で指定したファイルの音を確認したい場合に

使用します。スピーカーから再生音が聞こえます。 
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3-10 会議室画面に関するその他の設定 

各種設定ウィンドウの［その他］の中で、画面表示に関する付加的な設定が行えます。 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

 

 

ウィンドウ内のチェックボックス オンにした場合の動作と機能 

英語表示モード（次回起動時から有効） 各種設定ウィンドウなどの表示文字を英語にします。

オンにしてブラウザーを閉じ、次に会議室に入室した

時に有効になります。 

スクリーンセーバの起動を抑止する ログイン中にスクリーンセーバの起動を抑止します。 
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3-11 プログラムファイルのバージョン、通信状

況の確認 

実行中のプログラムファイルのバージョン、暗号化通信状況、会議室の音声品質、画像送

受信レート、接続状態（遅延、パケットロスの有無と数値データ）を、以下の操作で確認するこ

とができます。 

会議画面の［情報］をクリックすると、「MP2D ActiveX コントロールについて」ウィンドウが表

示されます。接続の状態を確認したい場合は、「情報…」をクリックしてください。「接続状態」

が表示されます。 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミ

ナー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

   

 

        
 

ウィンドウ内の表示 意味 

バージョン情報 お使いの PC にインストールされているプログラムファイルのバージョンを示

します。 

暗号化通信状況 暗号化の方式は、サーバーの設定によります。 

会議室の音声品質設定 現在入室している会議室の音声品質設定を示します。「標準／8KHz」、「高

音質／11KHz」、「最高音質／G.722」の３つがあります。 

接続時間 ログインしてからの経過時間を示します。 

情報… 

接続状態 送信 / 

受信 

現在の通信状態を示します。この色（Green、Yellow、Orange）は、会議室画

面に表示される「接続中」の色に対応します。 

Green（緑）：良好な状態 

Yellow（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 

Orange（橙）：遅延や損失で品質に影響がでている状態 
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音声パケット損失

率 送信 / 受信 

サーバーが送信 / 受信する音声データの損失率を示します。 

ビデオフレーム損

失率  送信  / 受

信 

サーバーが送信 / 受信するビデオフレームの損失率を示します。 

ネットワーク速度 

送信 / 受信 

実際に送信 / 受信しているネットワーク速度（Kbps）を示します。 

ビデオフレームレ

ート 送信/ 受信 

実際に送信 / 受信しているビデオの、秒あたりのフレーム数を示します。

ネットワーク速度、他のユーザーの設定などにより変動します。 

往復パケット伝送

時間 

PC とサーバー間通信の往復時間を示します。 
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4 ネットワーク機能 

4-1 ネットワーク速度 

プログラムを使用するネットワーク環境に合わせて通信速度自動測定または、通信速度を

手入力し選択することが可能です。 

MeetingPlaza で測定可能なネットワークスピードは、送信が 6000kbps、受信は 6016kbps で

す。測定結果がこの値であるときは、実際はもっと使える可能性があります。 

ネットワーク速度では、MeetingPlaza が使う最大ネットワーク速度を設定します。 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

設定後  

通信速度を手入力する場合に、「設定後」に値を入力します。 

「自動測定により入力」より「開始」をクリック時の新しい値も、ここに表示されます。  

 

自動測定開始  

自動測定により入力の「開始」をクリックした時に、クライアントのネットワーク速度を自動的に

測定します。  
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送受を順に測定  

送受信を同時に測定するとうまく測定できない場合に送信を測定してから受信を測定します。

（チェックがない場合には送受信同時に測定します） 

もし、送受同時の測定でパケットロスが表示される場合にお試しください。  

 

ネットワーク環境を選択して入力  

現在の速度を表示のリストより選択します 

 
接続時に速度を自動測定する  

選択すると接続時にネットワーク速度を自動測定します。 

測定した結果は、画面左下に表示されます。 
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4-2 接続方法 

MeetingPlaza は、多様なネットワーク環境で動作するように設計されており、下記に示す 5

つの接続方法を備えています。 

 

接続方法 説明 

ウェブブラウザーの接続方法に従う Internet Explorer の HTTP プロキシサーバーの設定情報を読み取

り、それに従って動作する方法です。 

その設定に応じて、UDP または HTTP が使用されます。 

直接接続 UDP（User Datagram Protocol）を使って通信する方法です。 

TCP トンネリング（TCP トンネリング

（直接 HTTP トンネリング）） 

HTTP（Hypertext Transfer Protocol）を使って通信する方法です。

UDP は使わず、TCP を使います。 

世界網接続点を設定することができます。 

HTTP プロキシ経由（HTTP トンネリン

グ） 

TCP トンネリング（直接 HTTP トンネリング）と同じ HTTP を使うこと

に加え、HTTP プロキシサーバーを経由して通信する方法です。 

世界網接続点を設定することができます。 

MeetingPlaza プロキシ（専用プロキ

シ） 

MeetingPlaza 専用のプロキシ（NTT アイティが提供）を使って通信

する方法です。 

 

これらの接続方法は、下図のように各種設定ウィンドウの「接続」画面で選択することがで

きます。 

 
※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

会議室にログイン中は選択ができません。選択できるようにするためには、［接続終了／ロ

グアウト］をクリックしてログアウトする必要があります。 
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4-2-1 ウェブブラウザーの接続方法に従う 

Internet Explorer のプロキシサーバーのアドレスとポートを読み取って動作します。 

Internet Explorer の「ツール」、「インターネットオプション」、「接続」、「LAN の設定」の順にアクセ

スすると、下図のようなウィンドウが表示されます。 

    

 

「ウェブブラウザーの接続方法に従う」選択時は、以下の手順で接続方式を確認します。 

1. 初めに、「自動構成スクリプトを使用する」を利用します。 

2. 「自動スクリプトを使用する」 のチェックボックスがオフの場合または接続できない場合、「プ

ロキシサーバー」の「アドレス」と「ポート」に値が入っていれば、それらを利用して「HTTP プ

ロキシ経由（HTTP トンネリング）」で接続、値が入っていないかチェックボックスがオフの場

合は、「直接接続」で接続します2。 

3. 「プロキシサーバー」に明確なプロキシ設定がない または それでも接続できない場合、「設

定を自動的に検出する」が設定されていれば、WPAD でプロキシ情報を探索します。 

MeetingPlaza は、「アドレス」と「ポート」以外は参照しませんのでご注意ください。例え

ば、［詳細設定］や「ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない」チェックボックス

の値は参照しません。 

 

 

 

 

                                                   
2 接続経路が自動的に探索されるため、TCP トンネリング（TCP トンネリング（直接 HTTP トンネリング））で接続

される場合もあります。 



54 

4-2-2 直接接続 

主に UDP で通信します。MeetingPlaza のサーバーに対して、下記に示すポート番号で通信が行

える必要があります。 

（MeetingPlaza サーバーのポート番号） 

TCP  15101, 15201, 15801, 15251, 15271 

UDP  16101, 16201, 16301, 16401, 16601, 16701, 16801, 16251, 16851 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

ネットワークによっては UDP の通信品質が悪い場合があります。その場合は「直接接

続」ではなく、「TCP トンネリング（直接 HTTP トンネリング）」または「HTTP プロキシ経由

（HTTP トンネリング）」をお使いください。 
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4-2-3 TCP トンネリング（直接 HTTP トンネリング） 

TCP で通信します。MeetingPlaza のサーバーに対して、下記に示すポート番号で通信が行える

必要があります。 

（MeetingPlaza サーバーのポート番号） 

TCP  15501 or  443 or  80 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

また、赤枠部分の設定が行えます。 

入力欄、メニュー 説明 

世界網接続点 Web 会議が開催される場所から離れた海外拠点からは、最寄

りのサーバー経由から自動的に Web 会議に参加でき高品位

な映像・音声・資料共有をご利用いただけます。 

手動で世界網接続点を指定する場合は、このボタンをクリック

し下記画面で設定してください。 
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※ご契約のタイプによっては 表示されない場合があります。 

トンネリング

設定 

ホスト名（空白可） 通常は空白でご利用ください。チャイナ・ルーティング3を使用

する場合に入力します。 

ポート番号 サーバー側のポート番号を選択します。 

SSL を利用する 特殊なプロキシを利用しているなど、一部のネットワーク環境

でのみ利用します。CPU 負荷が上がるため、他の接続方法で

接続できない場合のみ利用して下さい。 

 

                                                   
3 日中間の MeetingPlaza データ通信の品質を向上させる仕組みのことです。詳しくは NTT アイティのサポート

窓口にお問い合わせください。 



57 

4-2-4 HTTP プロキシ経由（HTTP トンネリング） 

TCP で通信します。HTTP プロキシサーバーが MeetingPlaza のサーバーに対して、下記に示す

ポート番号で通信が行える必要があります。 

（MeetingPlaza サーバーのポート番号） 

TCP  15501 or  443 or  80 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

また、赤枠部分の設定が行えます。 

入力欄、メニュー 説明 

世界網接続点 Web 会議が開催される場所から離れた海外拠点からは、最寄

りのサーバー経由から自動的に Web 会議に参加でき高品位

な映像・音声・資料共有をご利用いただけます。 

手動で世界網接続点を指定する場合は、このボタンをクリック

し下記画面で設定してください。 
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※ご契約のタイプによっては 表示されない場合があります。 

トンネリング

設定 

ホスト名（空白可） TCP トンネリング（直接 HTTP トンネリング）章の説明をご覧く

ださい。 

ポート番号 

SSL を利用する 

HTTP プロキ

シ設定 

プロキシ名 お客様社内の HTTP プロキシサーバーの名前または IP アドレ

スを入力します。具体的な値は、お客様のネットワーク管理者

にお尋ねください。 

ポート番号 お客様社内の HTTP プロキシサーバーのポート番号を入力し

ます。具体的な値は、お客様のネットワーク管理者にお尋ねく

ださい。 

接続に CONNECT メソッ

ド4を利用する 

（トンネリング設定のポ

ート番号が 443 の場合

のみ推奨） 

一部の HTTP プロキシでは、これを利用しないと接続が行えま

せん。オフにして接続が行えない場合はオンにして接続を試し

てください。 

最大 POST サイズ 通常は 0 でお使いください。ルーターやファイヤーウォールで

通信の制限がある場合に 0 以上の値を適切に設定します。 

最大 GET サイズ 通常は 0 でお使いください。ルーターやファイヤーウォールで

通信の制限がある場合に 0 以上の値を適切に設定します。 

 

                                                   
4 HTTP の通信を透過的に中継させる方式で、SSL 通信を行う場合などに用いられています。 
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4-2-5 MeetingPlaza プロキシ（専用プロキシ） 

Meetingplza 専用のプロキシサーバー5を経由して MeetingPlaza サーバーに接続する方法です。

MeetingPlaza プロキシ（専用プロキシ）サーバーのホスト名と TCP ポートと UDP ポート番号を指定

する必要があります。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

                                                   
5 NTT アイティが無償で提供しているものです。利用が必要になるのは特殊な環境だけです。詳しいことは

NTT アイティのサポート窓口にお問い合わせください。 
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4-3 自動ログアウト機能 

会議室に一人だけ入室して放置された場合（ログアウトし忘れて離席したような場合）、自

動的にログアウトする機能があります。 

この機能は標準でオンになっており、下図に示すように一人だけ入室している状態になって

から 10 分後に6、自動的にログアウトするように設定されています。 

不要な場合はチェックボックスをオフにするか、時間を長くしてください。時間は 1～10000 分

の値を指定できます。 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

                                                   
6 会議室にはじめから自分だけがログインしている場合は、30 分で自動ログアウトされます。 
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5 音声・映像・チャット機能 

5-1 音声に関する機能と設定 

MeetingPlaza の会議室での音声通信は、次のような仕様に基づいて動作します。 

 同時に発言できる人数は最大 7 人まで 

 7 人を超えた発言は早いもの勝ちで処理される 

 音声品質には 3 段階あり、会議室の予約または会議室の作成時に指定する 

5-1-1 発話方法を変更する 

MeetingPlaza にはいくつかの発話方法があります。発話している間自動的にマイクを ON にして

話す方法はそのうちの一つで、標準の発話モードです。これを他の方法に変更すると、キーを押し

て発話や、常に発話状態にすることができるようになります。 

この発話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。 

 

（標準画面） 

 

 

 

 

 

 

（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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各発話方法の詳細は次のとおりです。それぞれ長所・短所がありますので、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。 
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5-1-2 発言に使うキーを Ctrl キー以外に設定する 

「各種設定」の「音声」タブ内にある［発話キーの設定］から、発言に使うキーを標準の Ctrl から他

のキーに、変更することができます。 

このキーの変更は、キーを押して発言する方法、 

(1)キーを押したときに話す（PTT） 

(2)キーで発話をオン・オフ（トグル発話／TTT） 

どちらでも有効です。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

［Ctrl キーを使用する］ Ctrl キーを発話キーにします。 

［その他のキーを使用す

る］ 

右のリストから発話キーを選択できます。［Ctrl キーを使用する］を

オンにしたままにすれば、選択したキーと Ctrl キーを併用できま

す。 

修飾キー ［その他のキーを使用する］をオンにすると、[Shift]、[Ctrl]、[Alt]の

うちいずれか、または複数選択できるようになり、リストから選択し

た発話キーと一緒に押すことで発話キーとすることができます。 
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［OK］ 設定の変更を保存して、このウィンドウを閉じます。 

［キャンセル］ 設定の変更を保存せずに、このウィンドウを閉じます。 

 

5-1-3 マイクボリュームの調整 

マイクボリュームの調整は、下の図で示すスライダーを左右に動かすことで行います。右に動か

すとボリューム大、左に動かすとボリューム小になります。 

 

（標準画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 

 

ボリュームの大きさは%で示されます。100%を超えるとソフトウェアでの拡大機能が働きます。（マ

イクブースト機能） 

ソフトウェアでの音声拡大機能（マイクブースト機能）は最大 800%までが働きます。 

 

ボリューム大 ボリューム小 

ボリューム大 ボリューム小 
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5-1-4 スピーカーボリュームの調整 

スピーカーボリュームの調整は、下の図で示すスライダーを左右に動かすことで行います。右に

動かすとボリューム大、左に動かすとボリューム小になります。 

 

（標準画面） 

 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 
ボリューム大 ボリューム小 
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5-1-5 ミュート（マイク、スピーカーの出力抑制） 

マイクとスピーカーのミュートは、下の図で示すチェックボックス（またはアイコン）をクリックするこ

とで行います。マイクをミュートするとマイクの入力が抑制され、スピーカーをミュートするとスピーカ

ーの出力が抑制されます。 

 

（標準画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 

マイクとスピーカーの両方をミュートにした場合は、以下の表示になります。 

（標準画面） 

 

（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） 

 

 

スピーカーのミュート 

マイクのミュート 

スピーカーのミュート 

マイクのミュート 
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5-1-6 音声品質の設定 

MeetingPlaza の音声品質には 3 段階（標準、高品質、最高品質）ありますが、会議室の中では変

更することができません。音声品質の設定は、会議スケジューラー7で会議室を予約するときに行

います。 

また、現在の会議室の音声品質は、[情報ボタン]をクリックすると表示される、「MP2D ActiveX コ

ントロールについて」ウィンドウの、「会議室の音声品質設定」の表示で確認できます。 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナー・ 

V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

   

 

 

                                                   
7 MeetingPlaza の会議室を予約するための専用の予約システムです。 
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5-1-7 音声テスト（ループバック試験） 

MeetingPlaza には、マイクとスピーカーの動作を確認できるように、テストツールが組み込まれて

います。自分だけが会議室に入室している状態でもテストできる上、テスト中の発言は自分にしか

聞こえませんので、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。 

テストツールを開始する方法は 2 通りあります。 

 設定より、「音声」タブを選択し、「ループバック試験」の「開始」をクリックする方法 

 [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」を選択する方法 

 

「音声テスト（ループバック試験）開始」を選択すると、テストツールの使用がオンになり、選択して

いる発話方法で発話をすると、その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。 

ボリュームの調整が終了したら、ループバック試験画面の「試験終了」をクリックし試験を終了し

ます。 

 

（標準画面） 

音声タブより開始する方法 音声メニューボタンより開始する方法 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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（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） 

音声タブより開始する方法 音声メニューボタンより開始する方法 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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5-1-8 エコーキャンセラーの使用 

エコーキャンセラーとは、スピーカーから出力された音がマイクに入力され、エコーやハウリング

を起きる問題を防止する機能です。 

MeetingPlaza にもこの機能が搭載されていますので、パソコンの CPU が 1GHz 以上であれば、

お使いください。使用方法は下の図のとおりです。 

ただし、ソフトウェアだけで動作する簡略型であるために、パソコンへの負荷が高くなる割に効果

が不十分な場合があります。 

 

（標準画面） 

 

 

（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） 

 

 

本格的なエコー・ハウリング対策には、専用のエコーキャンセラー装置の利用をお勧めし

ます。 
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5-1-9 ノイズキャンセラー（マイク） 

ノイズキャンセラー（マイク）は、発言時に自分のマイクから起こるノイズを軽減することができま

す。 

（標準画面） 

 

 

（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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5-1-10 ノイズキャンセラー（スピーカー） 

ノイズキャンセラー（スピーカー）は、音声を聞いているときに起こるノイズを軽減することができ

ます。 

（標準画面） 

 

 

 

（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） 

 

 

 



73 

5-1-11 Windows のボリュームコントロールを開く 

MeetingPlaza のマイクボリューム、スピーカーボリュームは、会議室の画面から調整することが

できますが、音声関係のトラブルなどで、それに関連する Windows の設定用ウィンドウ（再生制御、

録音制御）を表示させたい場合があります。 

このウィンドウは Windows のコントロールパネルを操作することで表示できますが、「設定」の[音

声]タブから簡単に表示させることができます。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

音声メニューの [録音コントロールを開く]、[ボリュームコントロールを開く]を選択すると、下の図

のようなウィンドウが開きます。 

 

録音コントロールを開く 

 

ボリュームコントロールを開く 
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5-1-12 「各種設定」から、デバイス選択、ボリューム調整、発話方法の選択、

その他の設定を行う 

「各種設定」により、会議室で使用するマイク、スピーカーのデバイスの選択、そのデバイスを使

用したボリュームの調整、発話方法の選択などを行うことができます。 

 

「各種設定」を開く手順は、2 通りあります。 

 

1. 音声設定から表示する方法 

（標準画面） 

 

 

（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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2. 「設定」から「音声（または[詳細設定]」を開く方法 

 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナ

ー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

  

 

 

上記の手順のどちらかで、「各種設定」を開きます。 

 
※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

「マイク」のリスト お使いのパソコンに備わっているマイクデバイスの一覧です。複数表示

される場合は、会議室においてどのデバイスを使用するか、注意が必

要です。 

「マイク」のスライダー

の上に表示される緑色

のバー 

マイクボリュームを示します。発話キーを押さない状態で発言できま

す。 

「マイク」のスライダー マイクボリュームを調整します。左に動かすとボリューム小、右に動か

すとボリューム大になります。 

「発話方法」のリスト 会議室での発話方法を選択します。発話方法の詳細は 5-1-1 を参照

してください。 

「感度」のリスト 音声スイッチの発話方法を選択した場合に、感度の選択ができます。 

［発話キーの設定］ 会議室での発話方法を選択します。発話―キーの詳細は 5-1-2 を参

照してください。 

マイク「ノイズキャンセ

ラー」のリスト 

マイクのノイズキャンセラーの強さの選択ができます。 

マイク「エコーキャンセ

ラー」のリスト 

マイクのエコーキャンセラーの強さの選択ができます。 

録音デバイスのコント

ロール 

Windows の録音ボリュームコントロールを開きます。詳しくは 5-1-11 を

参照してください。 

「スピーカー」のリスト お使いのパソコンに備わっているスピーカーデバイスの一覧です。複数

表示される場合は、会議室においてどのデバイスを使用するか、注意

が必要です。 

［テスト音声再生］ スピーカーボリューム確認のために、ごく短いメロディ音を再生します。 

「スピーカー」のスライ

ダー 

スピーカーボリュームを調整します。左に動かすとボリューム小、右に

動かすとボリューム大になります。 

スピーカー「ノイズキャ

ンセラー」のリスト 

スピーカーのノイズキャンセラーの強さを選択します。 

再生デバイスのコント

ロール 

Windows の再生ボリュームコントロールを開きます。詳しくは 5-1-11 を

参照してください。 

ループバック試験[開

始] 

音声テスト(ループバック試験)を開始します。 

試験中にダイアログを

表示する 

音声テスト（ループバック試験）開始時に、下図のウィンドウを表示しま

す。 
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［入室時に音声デバイ

スを確認する］ 

選択すると入室時に音声設定する画面が開きます。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

［音声デバイスの切り

替え時に設定を自動で

チェックする］ 

選択しているデバイスの設定を自動でチェックし、 

設定に問題が検出できた場合にダイアログを表示します。 

 

［OK］ 設定を保存して、このウィンドウを閉じます。 

［キャンセル］ 設定を保存せずに、このウィンドウを閉じます。 

［適用］ ウィンドウを閉じずに設定を保存します。 
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5-2 映像に関する機能と設定 

MeetingPlaza の会議室での映像通信は、次のような仕様に基づいて動作します。 

 4 種類のサイズ（QQVGA(160×120)、QVGA(320×240)、VGA(640×480)、HD (1280×

720)）8でカメラから取り込み 

 同じ会議の参加者が、それぞれ異なるサイズ、フレームレート9で通信することが可能 

 通信状態により動的に画質10を制御する（通信状態が悪い場合は、映像通信を抑制し

て音声通信を優先する） 

 通信速度、CPU スペックにより、画質の上限が設定される11 

 

5-2-1 送信と受信の関係 

MeetingPlaza の映像通信は、自分の送信と相手の受信に明確な関係があります。 

自分がサイズ VGA(640×480)でカメラから取り込んだ映像を送信しても、相手がサイズ

QVGA(320×240)で受信する設定にしていれば、相手が見る自分の映像は、QVGA(320×240)にな

ります。フレームレートにも同じことが言えます。自分がフレームレート 10 で送信しても、相手がフレ

ームレート 2 で受信する設定にしていれば、相手が見る自分の映像はフレームレート 2 となります。 

送信フレームレートはネットワークの状態やカメラの性能などによって、必ずしも設定した

値がでない場合があります。 

5-2-2 映像の送受信と画面表示の関係 

MeetingPlaza には、受信した映像を拡大・縮小して画面に表示する機能があります。そのため、

相手がサイズ VGA(640×480)でカメラから取り込んだ映像を送信し、自分もサイズ VGA(640×480)

で受信しても、画面表示のサイズが QQVGA(160×120)であれば、受信映像は縮小表示されます。

逆に、相手がサイズ QQVGA(160×120)でカメラから取り込んだ映像を送信、自分もサイズ

QQVGA(160×120)で受信した場合であっても、画面表示サイズを VGA(640×480)に設定すれば、

受信映像は拡大表示されます。 

                                                   
8 単位はピクセル、以下同じ。 

映像表示サイズとフレームレートは、PC やハードウェアのパフォーマンスとご利用の回線速度に依存しま

す。 
9 1 秒あたりの画面更新回数。数値が大きいほど動きが滑らかに見えます。 
10 サイズとフレームレートを合わせた映像の品質を「画質」という用語で説明します。 
11 ネットワーク速度によって、設定できる映像サイズが異なります。 
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受信サイズよりも大きなサイズで画面表示すると、表示画像が引き伸ばされるため、画

質は悪くなります。 

5-2-3 映像の送受信とネットワーク速度の関係 

映像を高画質にできる上限は、ネットワーク速度の設定値で決まります。つまり、ネットワーク速

度が高速であれば、より高画質な映像を送受信でき、逆にネットワーク速度が低速であれば、低画

質な映像しか送受信できないことになります。 

5-2-4 映像の送受信と CPU 負荷の関係 

映像を高画質にできる上限は、パソコンの CPU の負荷にも関係します。つまり、CPU に負荷が

かかっていなければ、より高画質な映像を送受信でき、逆に高い負荷がかかっていれば、低画質

な映像しか送受信できないことになります。 

5-2-5 「ビデオ品質バー」による簡単品質調整 

画面左上部にある「ビデオ品質バー」のスライダーを右に動かすと高画質（フレームレート高、ネ

ットワーク速度によっては送受信サイズ大、）、左に動かすと低画質（フレームレート低、ネットワー

ク速度によっては送受信サイズ小、）になります。 

このバーのレベルは、設定されているネットワーク速度（帯域）のうち、「どの程度映像に割り当て

るか」を指定するものです。あくまでも、設定されているネットワーク速度（帯域）の範囲内で、映像

の品質を調整していることになります。 
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［－］に動かすと、最も低い品質になります。 

 

 

 

5-2-6 「ビデオ品質バー」を使用せずに行う細かな品質調整 

ビデオ品質バーを使用しない品質設定の開始手順は、以下の 2 通りあります。 

 

1. ビデオ設定から表示する方法 

 

 

 

 

 

 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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2. 「設定」から「ビデオ（または[詳細設定]）」を開く方法 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナ

ー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

  

 

 

     

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

「各種設定」の［ビデオ］を選択し、「簡易設定（推奨）」のチェックボックスをオフにし、「フレームレート」、

「サイズ」、「画質」を選択します。 

 

設定後、［適用］または［OK］をクリックします。 

これらの設定値に関する考え方は、5-2-1 5-2-2 5-2-3 に記載していますので、参考にしてくだ

さい。 
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5-2-7 映像ノイズフィルターを使用して送信時の通信量を削減する 

ビデオのデータの圧縮効果を高めることができます。特に安価なカメラでは、圧縮の効果が高く

なります。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

 

5-2-8 「映像送信を効率化する」 

「映像送信を効率化する」のチェックを OFF にすると、送信に設定されたビデオ品質(フレームレ

ート、サイズ)にて送信します。 

チェックがONの場合は、相手のビデオ受信のビデオ品質に応じて自動的にビデオ品質を調整し、

送信帯域を抑えます。 

通常は、チェックを ON にしてお使いください。 
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※［詳細項目を表示］が ON の場合 

（*「簡易設定(推奨)」にチェックが入っている場合は、「映像送信を効率化する」は ON として動作

します。） 

5-2-9 デバイスのプロパティ 

選択しているカメラデバイスのプロパティを表示し、カメラの設定変更ができます。 

カメラ映像がぼやけたり、ちらついたり(フリッカー)等している場合は、設定を変更することで調整

することができます。 

(設定の可否や、調整内容は、カメラメーカーによって異なります。詳細は、カメラメーカーにお問

合せ下さい。) 

 

［詳細項目を表示］が ON の場合 
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5-2-10 DirectShow と DirectX を使って高画質にする 

「指定したカメラデバイスを使用する」（DirectShow）と「アンチエイリアスを使用する」（DirectX）は、

どちらも Microsoft のマルチメディア系の仕様です。 

「指定したカメラデバイスを使用する」を使用すると CPU の能力が十分であれば、10 以上の高い

フレームレートで映像をカメラから取り込むことができます。これを使用するには、お使いのカメラが

対応していることと、DirectX 8 以降のバージョンをパソコンにインストールしておく必要がありま

す。 

また、「アンチエイリアスを使用する」を使用すると、より滑らかできれいな映像を表示できるよう

になります。この効果を得るには、お使いのパソコン（ビデオカード）が対応している必要がありま

す。 

 

「指定したカメラデバイスを使用する」は、「各種設定」の［ビデオ］を選択した画面で設定を行い

ます。指定したカメラデバイスを使用する(DirectShow)は自動検出され、アンチエイリアスを使用す

る(DirectX)は手動での設定になります。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

「アンチエイリアスを使用する」は「各種設定」の［その他］を選択した画面で設定を行います 
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※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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5-2-11 パソコンに複数のカメラを接続している場合の選択 

パソコンに複数のカメラが接続されている場合、どのカメラを MeetingPlaza で使用するか、「各種

設定」の［ビデオ］を選択した画面から、カメラ（デバイス）を選択します。 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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5-2-12 カメラ映像の停止と静止画利用 

標準画面、簡単画面、ワイド、V5 標準画面、クラシックは、自画像映像にマウスを置いたときに

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスカッション、セミナー、V5 標準画面の利用時は、画面下部に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンに接続されているカメラの映像を一時停止、一時停止させて時の画像をビットマップファ

イルとして保存、さらにビットマップファイルをカメラ映像の代わりに送信することができます。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 または  

［一時停止］ 

クリックするとカメラ映像の送信を停止します。 ボタンの

画像が  または  に変わりますので、

再度クリックすると、カメラ映像の送信を再開します。 

 または  

［保存］ 

 または をクリックし、カメラ映像を一時

停止した状態にすると、一時停止した画像をパソコンに

ビットマップファイルとして保存するために、クリック可能

な状態になります。 

 または  

［静止画］ 

ビットマップファイルをカメラ映像の代わりに使用します。

クリックするとビットマップファイルを選択するウィンドウが

表示されます。 

 

クリック 
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5-2-13 映像の表示サイズの変更 

映像の表示サイズは、会議室画面のウィンドウサイズ（ビデオ領域）によって、自動的に拡大・縮

小されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この自動的に行われる拡大・縮小動作は、MeetingPlaza の標準動作です。この機能をオフ、ある

いは特定の大きさに固定したい場合は、次の操作を行います。 

(1) 会議室の［設定］をクリックして、「各種設定」ウィンドウを表示させます。 

(2) ［その他］のタブの「拡大縮小設定」で設定を行います。 

 

［QQVGA (160×120) 引き伸ばし］、［QVGA (320×240) 引き伸ばし］、 ［VGA (640×

480)引き伸ばし］、[HD (1280×720) 引き伸ばし] にすると、自分と相手のビデオの送受信

設定によっては、画質が悪くなる場合があります。（5-2-2 参照）

ウィンドウサイズ

を拡大 
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5-2-14 参加者映像の表示順序、表示サイズ設定 

これまで述べた映像の表示機能の他にも、様々な表示機能があります。 

以下にこれらの機能を説明します。 

(1) 参加者全員の映像に関するもの 

参加者全員の表示に関する機能を、以下に示します。 

 
 

 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

［参加者全員を表示］ 参加者の表示映像を非表示にした場合（(2)の機能）に、この機能を使

って参加者全員を表示する状態に戻します。 

「表示順序」の変更 参加者の表示順序を指定します。 

［アルファベット順（A→Z）］、［アルファベット順（Z→A）］は参加者の名

前（文字コード）により順序付けを行います。日本語の場合も文字コード

で順序付けされます。 
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(2) 参加者個別の映像に関するもの 

参加者個別の表示に関する機能を、以下に示します。 

この機能は「ディスカッション」と「セミナー」画面では使えません。 

 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 
2 倍サイズで表示 

マウスが画像上にあるときに表示されます。映像を 2 倍サイズで表示し

ます。 元のサイズに戻すときは （通常サイズに戻す）をクリックしま

す。 

 

最小化 

指定した参加者を最小化にします。元に戻すときは最小化しているユ

ーザーの「通常サイズに戻す」をクリックします。 

 

 

この参加者のみ表示 

マウスが画像上にあるときに表示されます。指定した参加者のみを表

示します。 元に戻すときは、 （参加者全員を表示）をクリックする

か、ビデオ設定内の「参加者全員を表示」を選択します。 

 

 

非表示にする 

マウスが画像上にあるときに表示されます。指定した参加者を非表示

にします。 元に戻すときは、ビデオ設定内の「参加者全員を表示」を選

択します。 
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5-2-15 一括ビデオ設定 

会議室に主催者として入室している場合、主催者のパソコンから他の参加者のビデオ設定を変

更することができます。 

「各種設定」の［ビデオ］を選択し、「一括ビデオ設定」をクリックすると、一括ビデオ設定ウィンドウ

が開きます。 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナ

ー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

 

 

 

 

1. ［設定］をクリックして［ビデオ設定（またはビデオ）］を選択、［一括ビデオ設定］をクリックしま

す。 

    

※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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2. 下図の赤枠の部分を操作し、ビデオ設定を変更します。 

 

      

 

 

［ＯＫ］をクリックすると、設定が一斉に他のユーザーに反映されます。 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

「簡易設定（推奨）」チェックボ

ックス 

オンにすると、ビデオ品質バーを使って一括ビデオ設定が行えま

す。 

［音声優先］ スライダーを 1 目盛ずつ左に動かします。 

[ビデオ優先] スライダーを 1 目盛ずつ右に動かします。 

画質スライダー スライダーを右に動かすと高画質（フレームレート高、ネットワー

ク速度によっては送受信サイズ大、）、左に動かすと低画質（フレ

ームレート低、ネットワーク速度によっては送受信サイズ小、）に

なります。 

「指定ユーザー設定を使用す

る」チェックボックス 

オンにすると、［<< 追加］で選択したユーザーごとに、個別のビ

デオ設定が行えます。 

［<< 追加］ 「適用しないユーザー」の枠内にあるユーザー名から、個別のビ

デオ設定を行いたいユーザー名を選択してこのボタンをクリック

すると、ユーザー名が「適用するユーザー」の枠内に移動しま

す。 

［削除 >>］ 「適用するユーザー」の枠内にあるユーザー名から、個別のビデ

オ設定の対象にしないユーザー名を選択してこのボタンをクリッ

クすると、ユーザー名が「適用しないユーザー」の枠内に移動しま

す。 

フレームレート（送信） 送信する映像のフレームレートを指定します。受信する映像のフ

レームレートは、各ユーザーのネットワーク速度に応じた最大の

受信フレームレートが、ユーザーごとに自動的に設定されます。 

サイズ 送受信する映像のサイズを指定します。 

「簡易設定（推奨）」が選択時 「簡易設定（推奨）」が非選択時 
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［OK］ 一括ビデオ設定を実行してウィンドウを閉じます。 

［キャンセル］ 一括ビデオ設定を実行せずにウィンドウを閉じます。 
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5-2-16 マウスクリックによる表示場所の移動 

参加者の映像をマウスでダブルクリックすると、その参加者の画像を左上に移動させることがで

きます。 

この機能は「ディスカッション」と「セミナー」画面では使えません。 

また、表示場所が変わるのは操作した自分の会議画面のみで、他の参加者の会議画面

には反映されません。 

左上に表示されていた参加者は、すぐ右に移動します。 

この機能を繰り返し実行することによって、参加者を任意の場所に表示させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリックする前の配置 

ダブルクリック 

ダブルクリックした後の配置 
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5-2-17 各ユーザーの通信状態の表示 

参加者の映像にマウスを置いたときに表示される  をクリックすると、下図のようにその参加

者の通信状態を確認することができます。 

送信（受信）：100／0／0 の数字は、通信状態を示す色で%の値です。左からグリーン、黄色、赤

の割合を%で示しています。それ以外は表示のとおりです。 
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5-3 チャット機能 

MeetingPlaza の会議室では、音声・映像の他にチャットでコミュニケーションをすることがで

きます。 

チャット表示画面は、日本語の他、英語、中国語、スペイン語等（マルチ言語）で表示するこ

とができます。チャット文字もそれぞれの言語で入力し、全ての参加者のチャット画面におい

て表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

文字入力エリア チャット文字を入力する場所です。この中に文字を入力して Enter キーまたは［送信］を

押すと、入力した文字が送信先選択メニューで表示されている宛先に送信されます。 

送信先選択メニュー 文字入力エリアの下の「All」と表示されている部分は、チャット文字の宛先で、「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。 

チャット表示エリア 会議中に自分が送受信したチャット文字が、時刻とともに表示されます。 

［送信］ 文字入力エリアに入力したチャット文字を、送信先選択メニューで表示されている宛先

に送信します。 

チャット文字の送信は、このボタンをクリックする他に、Enter キーを押しても送信されま

す。 

 

［新規保存］ 

チャットウィンドウに表示されているチャットの内容をテキストファイルへ新規に保存しま

す。 

複数の言語でチャットを行った場合、「Save as UTF-8」にチェックを入れて保存してくださ

い。チェックを入れないと文字化けが発生します。 

 

 

 

 

 

文字入力エリア 

送信先選択メニュー 

チャット表示エリア 
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［上書き保存］ 

チャットウィンドウに表示されているチャットの内容を、テキストファイルに上書き保存し

ます。 

 
［履歴削除］ 

チャットウィンドウに表示されている履歴を全てクリアします。 
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6 各種共有機能 

6-1 共有方式の選択のしかた 

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。 

これら 5 つの共有機能は、次に示す特徴を持っています。状況に応じて使い分けると良い

でしょう。 

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/.

mid/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 

Web 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 

 

 

6-2 ファイル共有の開始 

ファイル共有は、2 種類の方法があります。 

 会議予約時に、共有予定のファイルを事前に登録する方法（事前アップロード） 

 会議中にファイル共有を行う方法 

 

以下に、MeetingPlaza のファイル共有の操作と機能を説明します。 

 

6-2-1 自分がファイル共有を始めるときの操作 

自分がファイルの共有を始める場合は、「共有」（または「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され、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。 

 

各画面のファイル共有開始は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

（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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（簡単画面） 

 

 

(1) 操作の流れ 
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 (2) ファイル選択ウィンドウ 

「ファイル共有」をクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます。 

 

 

ウィンドウ内の表記 クリックまたは選択した場合の動作と機能 

[事前アップロード] 会議予約時に、事前に登録（アップロード）した共有するファイルを

選択します。 

 

 

送信完了、資料共

有ウィンドウに表示

されます 
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6-2-2 他の参加者がファイル共有を始めたときの操作 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信完了、資料共有

ウィンドウに表示され

ます。 
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6-3 Microsoft PowerPoint ファイルの共有 

Microsoft PowerPoint ファイルを共有したときの画面は、次のようになります。 

マウスを左ドラッグでピンク色の線を引くことができます。 

 

 

 

ウィンドウ上部にあるボタンの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 

［このビューを閉じる］ 

現在開いているビューを閉じます。 

 

［新しいビューを開く］ 

下図のようなデータ共有を開始するためのダイアログが

表示されます。 
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［閲覧モードに切り替え］ 

ページ送りが使用できるモードになります。次の［描画モ

ードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

［描画モードに切り替え］ 

資料にマーカーで線を引くなどの描画機能が使用できる

描画（ホワイトボード）モードに切り替えます。上の［閲覧

モードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

［カーソル共有］ 

このボタンをオンにすると、マウスカーソルの動きを全て

の参加者に見せることができます。最大 8 人のマウスカ

ーソルを共有することができ、それぞれ異なった色のカ

ーソルが表示されます。 

 

［文書共有ウィンドウサイズの同期］ 

このボタンをオンにすると、共有ウィンドウの大きさを変

えると他の参加者にもその大きさが反映されます。この

ボタンは会議の主催者のみに表示されます。 

 

［先頭のページへ］ 

表示されているPowerPointファイルの最初のページに戻

ります。 

このボタンは PowerPoint ファイルと VPI ファイルを共有し

た場合のみ表示されます。 

 

［最後のページへ］ 

表示されているPowerPointファイルの最後のページに移

動します。 

このボタンは PowerPoint ファイルと VPI ファイルを共有し

た場合のみ表示されます。 

 

［前のページへ］ 

表示されている PowerPoint ファイルの前のページに戻り

ます。 

 

［次のページへ］ 

表示されているPowerPointファイルの次のページに進み

ます。 

 

［再読み込み］ 

表示されている PowerPoint ファイルを再読み込みしま

す。 

 
［ページの移動］ 

表示されている PowerPoint ファイルの指定されたページ

に移動します。 

このボタンは PowerPoint ファイルと VPI ファイルを共有し
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た場合のみ表示されます。 

 

［アニメーションの再生］ 

表示されているページに、PowerPoint のアニメーション

が含まれている場合、このボタンで逐次再生させます。 

このボタンは PowerPoint ファイルを共有した場合のみ表

示されます。アニメーションの設定がない場合は、ページ

送りがされます。 

 

［新規ユーザーに自動的に配信する］ 

表示されている PowerPoint ファイルを、途中から会議に

参加した人に自動的に配布します。このボタンはファイル

を配布した人にのみ表示されます。 

 

［このビューを非共有ウィンドウ内へコ

ピー］ 

現在開いているファイルを、非共有ウィンドウ内で開きま

す。 

 

［新しい描画ビューへコピー］ 

現在開いているページを、新しく開く電子白板のビューに

表示します。 

 

［印刷］ 

印刷ダイアログが開き、表示されている PowerPoint ファ

イルを印刷することができます。 

 

[ファイル受信状態] 

ファイルの受信状態を表しています。 
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6-4 仮想ファイルの共有 

仮想ファイル共有とは、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

共有する機能です。 

ファイルは、仮想プリンターイメージ（VPI）に変換して共有されます。 

仮想プリンターイメージ（VPI）は、MeetingPlaza 独自方式のファイルです。 

 

6-4-1 MeetingPlaza 仮想プリンターイメージ（VPI）機能とは？ 

MeetingPlaza 仮想プリンターイメージ機能を利用すると、 様々なファイルがどのコンピュータで

も閲覧できるようになります。 各コンピュータに VPI ビューワが入っていれば、特殊なファイルで

も閲覧が可能になります。 

他のコンピュータで閲覧したいファイルを、まず標準のアプリケーションで開き、プリンターに対し

て印刷を行う感覚で画像ファイル(VPI ファイル)を作成します。 作成された VPI ファイルは、VPI

ビューワが導入済みのすべてのコンピュータで閲覧できます。 

MeetingPlaza と同時に利用することで、 様々なファイルをオンライン会議で同時に閲覧すること

ができます。 

 

 (1) VPI ファイルを閲覧したい場合 

VPI ビューワを導入します。MeetingPlaza のクライアントプログラムをインストールすると、自

動的に導入されます。導入後は、VPI ファイルをダブルクリックすることで、自動的にビューワが起

動します。 

(2) VPI ファイルを作成したい場合 

仮想プリンターを導入します。導入は VPI ビューワから行えます。まず MeetingPlaza で会議を

行って VPI ビューワを導入し、仮想プリンターのインストール の指示に従ってください。インストー

ルが完了すると、アプリケーションから印刷を選択した際に、MeetingPlaza Virtual Printer が選択

可能になります。MeetingPlaza Virtual Printer に対して印刷を行うと、デスクトップに VPI ファイル

が作成されます。 
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6-4-2 仮想プリンターのインストールと設定 

(1) インストール 

MeetingPlaza 仮想プリンターをインストールする場合は、「各種設定」の［その他］をクリックして

表示される画面の、［インストール］をクリックします。 

「各種設定」の開き方は、画面により異なります。 

標準画面 ワイド・ディスカッション・セミナ

ー・V5 標準画面・クラシック 

簡単画面 

 
 

 
 

インストールすると、デスクトップと「送る」メニューに「VPI に変換」が追加されます。 

 
※［詳細項目を表示］が ON の場合 
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ユーザーアカウントの制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。 

 

 

下図のような確認画面が表示されますので、［続行］をクリックします。 

 

 

さらに下図のような確認画面が表示されますので、［インストール］をクリックします。 
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必要なファイルがインストールされ、下図のような完了画面が表示されます。 

 

 

(2) 設定 

MeetingPlaza 仮想プリンターを設定する場合は、「各種設定」の［その他］をクリックして表示され

る画面の、［設定］をクリックします。12 

 

※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

 

                                                   
12 ［設定］ボタンは仮想プリンターのインストールが行われていないと表示されません。 
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次のようなウィンドウが表示されます。 

 

 

このウィンドウ内の機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内の表示、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

［全般］ 印刷に関する全般的な設定、テストページの印刷が行えま

す。 

［共有］ Windows のヘルプを参照してください。 

［ポート］ この部分の変更は行わないでください。 

［詳細設定］ Windows のヘルプを参照してください。 

［色の管理］ この部分の変更は行わないでください。 

［セキュリティ］ Windows のヘルプを参照してください。 

［デバイスの設定］ この部分の変更は行わないでください。 

［MeetingPlaza VPI Config］ VPI ファイルを出力するフォルダーや印刷時の画像処理の圧

縮を選択できます。 

「VPI ファイルを出力するフォルダ

ーを指定してください」 

［フォルダー選択］ 

VPI ファイルを出力するフォルダーを指定します。 

［印刷後の処理］ 印刷後の処理を指定します。開催中の会議で共有する指定

が可能です。 

［印刷時の画像処理］ 印刷時の画質を指定します。 

［「送る」から削除］ 「送る」メニューから「VPI に変換」を削除します。削除すると、

［「送る」に追加］にボタン表示が変わります。 

［デスクトップから削除］ デスクトップからから「VPI に変換」を削除します。削除する



112 

と、［デスクトップに追加］にボタン表示が変わります。 

［OK］ 設定を保存してウィンドウを閉じます。 

［キャンセル］ 設定を保存せずにウィンドウを閉じます。 

［適用］ 設定を保存します。 

 

 

6-4-3 MeetingPlaza VPI Viewer の機能 

MeetingPlaza 仮想プリンターで作成したファイルをダブルクリックすると、MeetingPlaza VPI 

Viewer が起動して、そのファイルが下図のように表示されます。 

 

 

このウィンドウのメニュー、ボタンの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のメニュー、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

［ファイル］ ファイルの開閉や MeetingPlaza VPI Viewer を閉じる操作を

行います。 

［ウィンドウ］ ウィンドウの表示などの指定を行います。 

［オプション］ ツールバー・ステータスバーの表示/非表示やプリンターの設

定/テストページの印刷やプリンタードライバのインストール/

アップデート/削除を行います。 

［ヘルプ］ MeetingPlaza のマニュアルを表示します。 

 

［開く］ 

VPI ファイルを開くダイアログを表示します。 

 

［印刷］ 

印刷のためのダイアログを表示します。 
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［印刷プレビュー］ 

印刷プレビューを表示します 

 

［会議で共有］ 

このファイルを MeetingPlaza の会議で共有します。 

 

［先頭へ］ 

表示されている VPI ファイルの最初のページに戻ります。 

 

［一つ前へ］ 

前のページを表示します。 

 

［ページに移動］ 

指定されたページを表示します。 

 

［次へ］ 

次のページを表示します。 

 

［末尾へ］ 

表示されている VPI ファイルの最後のページに戻ります。 

 

［回転］ 

一回クリックすると、現在表示されているページを右に 90 度

回転させます。この状態でページ送り操作をしても、回転した

状態で表示されます。 

 

［レイアウト変更］ 

このメニューには次の項目があります。 

［スライド］：1 ページごとに区切って表示します。 

［縦並び］：全ページを縦に連結して表示します。 

［横並び］：全ページを横に連結して表示します。 

 

［ズーム］ 

現在表示されているページを拡大または縮小します。ページ

送り操作をすると 100%に戻ります。 

 

［強制再描画］ 

回転表示をさせた場合などに、描画が部分的に欠ける場合

があります。 そのような場合にこの機能を使用すると、正常

に描画されることがあります。 

 

［ヘルプ］ 

MeetingPlaza のマニュアルを表示します。 
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6-4-4 仮想ファイル共有 

各画面の仮想ファイル共有開始は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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） 

 

 

（簡単画面） 
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会議室で仮想ファイル共有を共有したときの画面は、次のようになります。 

 

 

ウィンドウ上部にあるボタンの機能は次のとおりです。ここに示したもの以外のボタンは、

Microsoft PowerPoint ファイルを共有した場合と同じものです。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 

［回転して表示］ 

一回クリックすると、現在表示されているページを右に 90

度回転させます。この状態でページ送り操作をしても、回

転した状態で表示されます。 

このボタンは VPI ファイルを共有した場合のみ表示され

ます。 

 

［ドキュメントの並び方を変える］ 

このメニューには次の項目があります。 

［スライド］：1 ページごとに区切って表示します。 

［縦並び］：全ページを縦に連結して表示します。 

［横並び］：全ページを横に連結して表示します。 

このボタンは VPI ファイルを共有した場合のみ表示され

ます。 

 

［拡大率変更］ 

現在表示されているページを拡大または縮小します。ペ

ージ送り操作をすると 100%に戻ります。 

このボタンは VPI ファイルを共有した場合のみ表示され
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ます。 

 

[描画] 

仮想ファイル共有画面上部に、ペンツールのアイコンが

表示され、描画することができます。 

 

 

［印刷プレビュー］ 

印刷プレビューウィンドウを表示します。 

 

6-4-5 仮想ファイル閲覧中のキーボード操作 

VPI Viewer または会議室での仮想ファイル共有中は、スライド表示の場合は次のマウス操作、

キーボード操作が行えます。 

マウスの操作 動作 

ホイール スクロール 

左ボタンでドラッグ スクロール 

[Ctrl] + 左クリック ズームイン 

[Ctrl] + 右クリック ズームアウト 

[Ctrl] + ホイール ズーム 

 

キーボードの操作 動作 

カーソルキー スクロール 

[PageUp] 前のページへ 

[PageUp] 次のページへ 

[Ctrl] + [PageUp] ズームイン 

[Ctrl] + [PageDown] ズームアウト 

[Shift] + [PageUp] 前のページへ 

[Shift] + [PageDown] 次のページへ 
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6-5 アプリケーション共有 

以下に、MeetingPlaza のアプリケーション共有（AP 共有）の操作と機能を説明します。 

他のユーザーがアプリケーション共有を行っている時は、アプリケーション共有は行なえま

せん。（同時に複数拠点では行なえません） 

6-5-1 アプリケーションプログラムの実行と共有の開始 

画面を共有しようとするアプリケーションプログラムは、共有操作をする前に実行しておく必要が

あります。アプリケーションは複数選択することもできます。 

 

各画面のファイル共有開始は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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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（簡単画面） 

 

 

共有するアプリケーションプログラムを選択します。 

 
このウィンドウの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内の表示、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

共有するアプリケーションの選択 アプリケーションの選択アイコン を共有したいアプリケ

ーションのウィンドウへドラッグ＆ドロップするだけで共有

の選択をすることができます。 

プログラム名 共有するアプリケーションプログラムを指定します。この

ウィンドウが最前面になっている間、共有が行われます。

最前面でなくなると共有が中断されます。 

プログラムの名称の左側には、アプリケーションのアイコ

ンが表示されています。 

［操作中のアプリケーション(最前面ウ

ィンドウ)のみ共有する］ 

アプリケーションプログラム共有する場合に、最前面にな

ったウィンドウを共有します。 

［共有を開始］ 指定した状態でアプリケーション共有を開始します。 

［キャンセル］ 何もせずにこのウィンドウを閉じます。 
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6-5-2 アプリケーション共有中の画面 

アプリケーション共有中の画面は、以下になります。 

 

（アプリケーション共有を行った側の画面） 

 

 

（アプリケーション共有中の参加者の画面） 
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6-5-3 アプリケーション共有中のボタン操作 

(1) アプリケーション共有を行った側のボタン 

ウィンドウ内の表示、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 

［このビューを閉じる］ 

現在開いているビューを閉じます。 

 

［新しいビューを開く］ 

下図のようなデータ共有を開始するためのダイアログが

表示されます。 

 

 

［閲覧モードに切り替え］ 

資料を閲覧できるモードになります。次の［描画モードに

切り替え］と切り替えて使います。 

 

［描画モードに切り替え］ 

資料にマーカーで線を引くなどの描画機能が使用できる

描画（ホワイトボード）モードに切り替えます。上の［閲覧

モードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

[描画] 

他のユーザーのアプリケーション共有画面上部に、ペン

ツールのアイコンが表示されます。 

アプリケーションを共有した側には、共有ドキュメントにペ

ンツールが表示されます。 

 

 

［他のユーザーの制御権取得を許可

する］ 

ユーザーにアプリケーションの操作権を取得することを

許可します。 

操作権を取得するユーザーを指定することもできます。 

 現在開いているページを、新しく開く描画ビューに表示し
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［新しい描画ビューへコピー］ ます。 

 

［新しくログインしたユーザーを AP 共

有セッションに加える］ 

アプリケーション共有開始後に会議室に入室したユーザ

ーにも、アプリケーション共有データを送信します。ただ

し、会議室にいったん入った参加者が意図的にビューを

閉じてアプリケーション共有から抜けた場合は、再度加

わることはできません。 

 

[共有ウィンドウの選択] 

クリックすると、共有ウィンドウを表示し、開いているアプ

リケーションを選択できます。 

 

 

[共有解除] 

アプリケーション共有を解除します。 

 

(2) アプリケーション共有を見る側のボタン 

ウィンドウ内の表示、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 

［このビューを閉じる］ 

現在開いているビューを閉じます。 

 

［新しいビューを開く］ 

下図のようなデータ共有を開始するためのダイアログが

表示されます。 
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［閲覧モードに切り替え］ 

資料を閲覧できるモードになります。次の［描画モードに

切り替え］と切り替えて使います。 

 

［描画モードに切り替え］ 

資料にマーカーで線を引くなどの描画機能が使用できる

描画（ホワイトボード）モードに切り替えます。上の［閲覧

モードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

[操作権を取得] 

AP 共有を行った側が をクリックし、操作権を許可した

ときに有効になります。操作権を取得するユーザーに指

定された場合は がついています。 

自分が操作権を取得するときにチェックをします。 

 

 

［ウィンドウサイズに合わせて表示す

る］ 

共有されているアプリケーションの画像を、「共有ドキュメ

ント」ウィンドウサイズに収まるように縮小して表示しま

す。 

 

［ウィンドウサイズの同期］ 

共有側が、共有したアプリケーションプログラムのウィン

ドウサイズを変更したとき、大きさが同期するようにしま

す。 

 

［自動スクロール］ 

共有された側が、共有されたアプリケーションプログラム

が共有ウィンドウ内に表示しきれないとき、共有側のマウ

スの位置によって自動的にスクロールします。 

 

［新しい描画ビューへコピー］ 

現在開いているページを、新しく開く描画ビューに表示し

ます。 
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6-6 デスクトップ共有（デスクトップ全体） 

デスクトップ全体を共有することができます。 

 

各画面のファイル共有開始は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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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（簡単画面） 

 

 

デスクトップ共有中のボタンは、アプリケーション共有と同じです。 

 

 

6-6-1 デスクトップ全体を共有する 

デスクトップ共有をクリックします。 

標準画面では、「デスクトップ共有」ダイアログが開きますので、「全画面を共有」をクリックし、「共

有を開始」をクリックします。 

簡単画面、ワイド、ディスカッション、セミナー、V5 標準画面、クラシックは、「デスクトップ」を選択

し、「共有を開始」をクリックします。 

 
デスクトップ全体が表示されます。 

（デスクトップ全体の共有を行った側の画面） 
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（デスクトップ全体の共有中の参加者の画面） 
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6-7 デスクトップ共有（範囲を指定） 

デスクトップの範囲を指定し、共有することができます。 

 

各画面のファイル共有開始は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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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（簡単画面） 

 

 

デスクトップ共有中のボタンは、アプリケーション共有と同じです。 

 

6-7-1 デスクトップの範囲を指定して共有する 

デスクトップ共有をクリックします。 

標準画面では、「デスクトップ共有」ダイアログが開きますので、「範囲を指定して共有」をクリック

し、「共有を開始」をクリックします。 

簡単画面、ワイド、ディスカッション、セミナー、V5 標準画面、クラシックは、「範囲指定」を選択し、

「共有を開始」をクリックします。 

 
 

範囲を指定する枠が表示されます。 
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範囲指定枠の四隅をマウスドラッグで動かすことで枠の拡大、縮小が可能です。 

また、四隅以外の枠をマウスでドラッグすると範囲指定枠の位置を移動させることができます。

共有する範囲を決めたら、［開始］をクリックします。 

範囲指定共有中は、枠がピンク色になります。 

 

（デスクトップの範囲指定の共有を行った側の画面） 

 

 

（デスクトップの範囲指定共有中の参加者画面） 

 

 

デスクトップ共有中のボタン操作については、6-5-3 章を参照してください。 
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6-8 ウェブ共有 

以下に、ウェブ共有の操作と機能を説明します。 

6-8-1 URL の指定と共有の開始 

各画面のウェブ共有は、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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） 

 

 

（簡単画面） 
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ファイル名／URL を入力します。 

お気に入りから選択することもできます。 

 

 

ウィンドウ内のメニュー、ボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

「ファイル名／URL」 共有する Web サイトの URL を入力します。 

［お気に入り］ IE のお気に入りから URL を選択するときにクリックします。 

［開く］ 指定された URL で Web 共有を開始します。 

［キャンセル］ 何もせずにこのウィンドウを閉じます。 

 

 

 

6-8-2 ウェブ共有の画面 

共有を開始すると次のようなウィンドウが表示されます。 

 

 

ウィンドウ上部にあるボタンの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 現在開いているビューを閉じます。 
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［このビューを閉じる］ 

 

［新しいビューを開く］ 

下図のようなデータ共有を開始するためのダイアログが

表示されます。 

 

 

［閲覧モードに切り替え］ 

Web ページを閲覧できるモードになります。次の［描画モ

ードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

［描画モードに切り替え］ 

資料にマーカーで線を引くなどの描画機能が使用できる

描画（ホワイトボード）モードに切り替えます。上の［閲覧

モードに切り替え］と切り替えて使います。 

 

［カーソル共有］ 

このボタンをオンにすると、マウスカーソルの動きを全て

の参加者に見せることができます。最大 8 人のマウスカ

ーソルを共有することができ、それぞれ異なった色のカ

ーソルが表示されます。 

 

［文書共有ウィンドウサイズの同期］ 

このボタンをオンにすると、共有ウィンドウの大きさを変

えると他の参加者にもその大きさが反映されます。 

会議の主催者のみに表示されます。 

 

［前のページへ］ 

前のページに戻ります。 

 

［次のページへ］ 

次のページに進みます。 

 

［再読み込み］ 

再読み込みします。 

 

［お気に入り］ 

IE のお気に入りから URL を選択するときにクリックしま

す。 
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[描画] 

Web 共有画面上部に、ペンツールのアイコンが表示さ

れ、描画することができます。 

 

 

［このビューを非共有ウィンドウ内へコ

ピー］ 

現在開いているファイルを、非共有ウィンドウ内で開きま

す。 

 

［新しい描画ビューへコピー］ 

現在開いているページを、新しく開く電子白板のビューに

表示します。 

 

［印刷］ 

印刷ダイアログが開き、表示されている PowerPoint ファ

イルを印刷することができます。 

 

［印刷プレビュー］ 

印刷プレビューウィンドウを表示します。 
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6-9 ホワイトボード 

6-9-1 ホワイトボード共有の開始 

各画面のホワイトボードは、以下の操作で開始します。 

（標準画面） 

 

 

（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） 

 

 

（簡単画面） 

 

 

ホワイトボードが表示されます。 
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ウィンドウ上部にあるボタンの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

 

［このビューを閉じる］ 

現在開いているビューを閉じます。 

 

［新しいビューを開く］ 

下図のようなデータ共有を開始するためのダイアログが

表示されます。 

 

 

［描画］ 

画面にマーカーで線を引くなどの描画機能が使用できる

描画モードに切り替えます。ホワイトボードのみを開いて

いるときには、このボタンはクリックできません。 

 

［カーソル共有］ 

このボタンをオンにすると、マウスカーソルの動きを全て

の参加者に見せることができます。最大 8 人のマウスカ

ーソルを共有することができ、それぞれ異なった色のカ

ーソルが表示されます。 

 書き込みを行った内容全てを消去し、ホワイトボード共有
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［すべて戻す］ 時の画面に戻します。 

 

［1 操作元に戻す］ 

1 つ前の操作に戻ります。 

 

［1 操作やりなおし］ 

1 つの操作をやり直します。 

 

［すべてやり直し］ 

操作の全てをやりなおします。 

 

［選択］ 

書き込みを行ったオブジェクトを選択します。オブジェクト

が選択された状態(オブジェクトが点線で囲まれている状

態）で、右クリックをすると、ポップアップメニューが表示さ

れます。そのメニューにある、「削除」をクリックすることに

より、選択しているオブジェクトを削除することができま

す。 

 

［消しゴム］ 

書き込みを消します。 

 

［範囲削除］ 

削除範囲を指定し書き込みの削除を行うことができま

す。 

 

［ペン］ 

ペンツールで書き込みを行います。 

 

［マーカー］ 

マーカーツールで書き込みを行います。 

 

［直線］ 

直線の書き込みを行います。 

 

［四角形］ 

四角形の枠の書き込みを行います。 

 

［四角形（塗りつぶし）］ 

四角形（塗りつぶし）の書き込みを行います。 

 

［楕円］ 

楕円の枠の書き込みを行います。 

 

［楕円（塗りつぶし）］ 

楕円（塗りつぶし）の書き込みを行います。 

 

[線幅の設定] 

線の幅の設定を行います。 

 

［文字］ 

場所を指定し、文字の書き込みを行います。 

 

［フォントの設定］ 

文字のフォントの設定を行います。 

 

[色の設定] 

色の設定を行います。 
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［このビューを非共有ウィンドウ内へコ

ピー］ 

現在開いているホワイトボードを、非共有ウィンドウ内で

開きます。 

 

［新しい電子白板のビューへコピー］ 

現在開いているホワイトボードを、新しく開く電子白板の

ビューに表示します。 

 

［背景を消去し白板を表示する］ 

背景を消去し、ホワイトボードを表示します。 

 

［ビットマップとして保存する］ 

書き込みを行った内容を .bmp で保存します。 

 

［印刷］ 

印刷ダイアログが開き、表示されているページを印刷す

ることができます。 

 

［印刷プレビュー］ 

印刷プレビューウィンドウを表示します。 

 

ホワイトボード上に画像を貼りつける場合は、貼りつけるファイルを開き、画像のコピーを行いま

す。そのあとで、ホワイトボード上で右クリックを行い、ポップアップメニューの「ビットマップ貼り付

け」を選択して、ホワイトボードに画像の貼り付けを行います。 

 

ペーストした画像の範囲外をクリックし、貼り付けが完了します。 
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6-10 リモートサポート 

リモートサポートの開始手順は 2 種類あります。 

1）参加者の画面の右下をクリックし開始 

 

2）「参加者」（または「ユーザーリスト」）より、

ユーザー名を右クリックし開始 

 

 
 

主催者は、「デスクトップ共有のリクエスト」「範囲指定共有のリクエスト」のうち、1 つのリク

エストを参加者に出すことができます。 

 

注意： 

リモートサポートは同時に複数のユーザーには行なえません。 

「デスクトップ共有のリクエスト」と「範囲指定共有のリクエスト」は同時に行なえません。 

 

6-10-1 デスクトップ共有のリクエスト 

1. リモートサポートより「デスクトップ共有のリクエスト」を選択します。 
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2. デスクトップ共有のリクエスト画面が表示されます。追加のメッセージ欄に文字を入力するこ

ともできます。 

 

3. 「OK」をクリックします。  

4. 参加者にデスクトップ共有リクエスト画面が表示されます。 

       

5. 参加者が「OK」をクリックすると、主催者が参加者のデスクトップをリモートで操作できます。 
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6-10-2 範囲指定共有のリクエスト 

1. リモートサポートより「範囲指定共有のリクエスト」を選択します。 

     

2. 範囲指定共有のリクエスト画面が表示されます。追加のメッセージ欄に文字を入力すること

もできます。 

     

3. 「OK」をクリックします。  

4. 参加者に範囲指定共有リクエスト画面が表示されます。 
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5. 「OK」をクリックします。  

6. 参加者が「OK」をクリックすると、範囲を選択する枠が表示されます。 

       

7. 範囲を指定し、「開始」をクリックすると、枠がピンク色になります。 

       

 

 

6-11 共有機能に関するその他の設定 

各種設定ウィンドウの［共有］の中で、共有機能に関する付加的な設定が行えます。 
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※［詳細項目を表示］が ON の場合 

 

ウィンドウ内のチェックボックス オンにした場合の動作と機能 

共有時に画面レイアウトを自動的に

切り替える 

オンにすると、文書共有を行ったときに、ビデオ表示領域

の幅を狭くし、ウィンドウをスクリーンの左に寄せます。 

共有ウィンドウの最大化/縮小を同期

する（半チェックで毎回確認） 

共有ウィンドウの最大化/縮小を行うときに、以下のメッ

セージを表示するか指定します。 

 
会議の主催者のみに表示されます。 

共有ウィンドウを閉じる前に確認する 共有終了時、下図のようなメッセージを表示するかどうか

指定します。 
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共有ファイルサイズの警告メッセージ

を表示する 

共有しようとするファイルのサイズが 40000 バイトより大

きい場合、また、ファイルサイズと（自分と他の参加者の）

ネットワーク速度から求められる推定の送受信時間が 20

秒以上の時に表示する警告メッセージを、表示するかど

うか指定します。 

ファイルのオープンを自動的に許可

する 

ファイルの共有を始める時、パソコンの設定によっては、

次のような警告が表示される場合があります。この警告

を表示せずに共有ウィンドウ内に資料を開くかどうかを

指定します。 

 

常に共有ウィンドウ内でファイルを開

く 

共有するファイルを受信した時、そのファイルが Internet 

Explorer の中では開かない動作をする場合でも（例えば

PowerPoint2007）、共有ウィンドウの中で開くかどうかを

指定します。 

半透明ウィンドウも共有先に表示する

（マウスカーソルがちらつく場合があり

ます） 

AP 共有の際、半透明のウィンドウも共有するかどうか指

定します。マウスカーソルがちらつく場合があります。 

送信時の通信料を削減する（PC の動

作が遅い場合は、チェックを外してく

ださい） 

AP 共有の際、受信したブロックのデータをキャッシュし、

それ以降に同じデータが必要な場合に再利用を行いま

す。 重複したデータの再送を防ぐことで、ページ遷移時

の通信量を削減します。PC の動作が遅い場合は、チェッ

クを外してください。 

別ウィンドウへのリンクを新たなビュ

ーに表示する 

別ウィンドウで表示する動作をする「リンク」をクリックした

時、新しいビューで表示するかどうか指定します。 
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7 会議の録画と再生（オプション） 

MeetingPlaza のオプション機能である会議録画には、 

(1)お使いのパソコンに録画する方法（サーバー録画） 

(2)MeetingPlaza サーバーに録画する方法（ローカル録画） 

の二つがあります。 

以下に、この録画・再生機能の使用方法について説明します。 

7-1 録画権限を与える方法 

録画は全てのユーザーが行えるわけではなく、会議の予約時か、常設会議室（詳細は

8-5-2 章参照）のユーザー登録時に権限を与えられたユーザーのみが可能になります。 

(1) 会議の予約時に録画権限を与える方法 

参加者の登録時、「記録許可」のチェックボックスを  （オン）にすると、その参加者は、会議室

において会議の模様を録画できるようになります。録画を許可したいユーザーには  オンにして

ください。 
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 (2) 常設会議室のユーザー登録時に録画権限を与える方法 

ユーザーの登録時、「記録可」の  （チェックボックス）を  （オン）にすると、会議室において

会議の模様を録画できるようになります。録画を許可したいユーザーは  オンにしてください。 
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7-2 録画の開始と終了 

会議の録画は、会議室画面で下図に示す［録画］をクリックすることから始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

次のようなウィンドウが開きますので、「記録名」に録画データ名を入力してください。「ロー

カルハードディスクへ記録」にチェックを入れると、ローカル録画になります。この時、[選択]を

クリックして格納先を選択することができます。 

ローカル録画は、記録フォルダーを指定しないと、録画は開始されませんのでご注意くださ

い。 

チェックを入れないとサーバー録画になります。パスワードは、サーバー録画の場合のみ有

効で、入力は任意です。 

[録画]をクリックすると録画が開始されます。 

「記録名」は、後で述べる AVI 変換を行う場合のファイル名に使用されます。 
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記録フォルダーは、デフォルトで「C:\Users\ユーザー名\Videos」になっています。ここに

表示されたフォルダー配下に録画日時毎に記録されます。保存先を変更する場合には［選

択］から変更を行って下さい。 

録画が開始されると、次のような表示になります。録画を終了する場合は[停止]を、一時停

止をする場合は[一時停止]をクリック、さらに一時停止状態を解除して録画を再開する場合も

[一時停止]をクリックします。 

 

 

また、録画を行っているユーザーは、画面左下に「REC」と表示されますので、他のユーザ

ーから見て認識できます。 
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ローカル録画を行う場合は、以下の点にご注意ください。 

・ ローカル録画開始後に、共有を実施する必要があります。ローカル録画開始前に 

共有したファイルは記録されませんのでご注意ください。 

・ ファイル共有の内容を録画する場合には、会議室に 2 名以上参加した状態で録画を 

  開始し、その後、ファイル共有をする必要があります。 

・ アンケートの結果を記録するには「回答の集計結果を会議の参加者に配信する」に 

  チェックを入れる必要があります。 

・ ウェブ共有では、URL の情報のみが記録されます。記録時の Web ページの内容は 

  記録されません。 

・ 会議中のビデオの表示位置（レイアウト）は保持されません。 
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7-3 ローカル録画の再生 

V8.0 では、ローカル録画をしたフォルダー内に「再生.html」がありますので、こちらから再生

を行なってください。 

 

V7.1 までのローカル録画については、以下の手順で、録画の再生を行なってください。 

次の URL にアクセスしてください。下のようなウィンドウが表示されます。 

https://’サーバーの FQDN’ /recmgr/localplay.cgi 
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[ローカル再生]をクリックすると、下のようなウィンドウが表示されますので、録画時に指定

した記録フォルダを指定します。 

 

 

記録フォルダの指定後、[OK]をクリックすると再生が開始されます。 

 
 

このウィンドウ内にあるボタンの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のボタン クリックまたは選択した場合の動作と機能 

ビデオ品質バー 再生時の画質を調整できます。詳しくは 5-2-5 章をご覧くだ

さい。 

［ローカル再生］ 記録フォルダーを選択します。 

 

［イベントリスト］ 

下のようなウィンドウが表示され、任意のイベント発生時点に

再生位置を移動させることができます。各種共有機能の開

始・終了がイベントとして記録されています。 
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［再生］ 

録画を再生します。 

 

［一時停止］ 

再生を一時停止します。一時停止中、再度クリックすると再生

を再開できます。 

 

［終了］ 

再生を終了します。 

 

［メニュー］ 

［AVI 変換］ 

再生指定したファイルを AVI ファイルに変換します。（後述） 

 

※未接続状態の時に AVI 変換が選択できます。 

 

［終了する］ 

 

［スライダー］ 

つまみを移動させることにより、再生ポイントを変えることがで

きます。 

 

［音声設定］ 

音量調整エリアが表示されます。再生音量の調整、ミュートな

どが行えます。 

 

 

 

 

インデックスまたはスライダーで再生ポイントを変更した場合、途中で操作された手順が

省略されるなどして、資料共有ウィンドウの再生が正しく行われない場合があります。 

資料共有操作を含む録画の再生の場合は、ご注意ください。 
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7-4 ローカル録画ファイルの AVI 変換 

MeetingPlaza の録画データを AVI 形式13に変換する機能です。AVI 形式に変換することで、

市販の動画編集ソフトウェアを用いた編集や加工、Windows 標準搭載の Windows Media 

Player 等で再生することができます。 

なお、録画データのうち AVI 変換の対象となるのは音声と映像で、共有資料やチャットは含

みません。 

7-4-1 AVI 変換の手順 

以下に AVI 形式への変換手順を示します。 

(1) 再生画面の［AVI 変換］をクリックする 

録画を再生するための URL 

http://`サーバーの FQDN`/recmgr/localplay.cgi 

にアクセスし、［メニュー］の［AVI 変換］をクリックします。 

                                                   
13 Windows 標準の動画用ファイルフォーマット 

Web 共有の途中から

再生した場合 

共有した資料の途中か

ら再生した場合 
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(2) 入力先と出力先を指定し、AVI 変換を開始する 

次のようなウィンドウが表示されますので、［入力先］をクリックして録画データを保存しているフ

ォルダー名、［出力先］をクリックして AVI ファイルを出力するフォルダー名を指定します。 

［AVI 変換］をクリックして AVI 変換を開始します。 

 

変換中は次のようなウィンドウが表示されます。 
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(3) AVI 変換の終了 

AVI 変換が終了すると次のようなウィンドウが表示されます。［再生］をクリックすると AVI ファイ

ルの再生が行えます。14 

 

 

AVI 変換の時間は、使用するパソコンの能力に依存しており、場合によっては録画時間

と同じくらいの時間がかかる場合があります。 

 

 

7-4-2 AVI 変換の設定変更 

AVI 変換のウィンドウで［設定］をクリックすると、次のようなウィンドウが表示され、AVI 変換の各

種設定変更が行えます。 

 

 

 

 

                                                   
14 拡張子 avi に関連付けられている動画プレイヤーが起動します。通常は Windows Media Player です。 
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このウィンドウ内にあるボタンやメニューの機能は次のとおりです。 

ウィンドウ内のボタンやメニュー クリックまたは選択した場合の動作と機能 

「画像サイズ」 変換先 AVI ファイルの「画像サイズ」を設定します。 

画像サイズ(横 x 縦)は、SXGA(1280x1024)、

XGA(1024x780)、SVGA(800x600)、VGA(640x480)、

CIF(352x288)、QVGA(320x240)、QCIF(176x144)、

QQVGA(160x120) の 8 種類です。 

フレームレート 変換先 AVI ファイルの「フレームレート」を設定します。設定で

きるフレームレートは、1～30 フレーム/秒です。 

ビデオ圧縮 ビデオ圧縮(映像の圧縮方式)を設定します。詳細は 7-4-3 章

を参照してください。 

オーディオ圧縮 オーディオ圧縮(音声の圧縮方式)を設定します。詳細は

7-4-3 章を参照してください。 

「参加者の画像サイズを同じにす

る」 

会議参加者の画像サイズ(HD、VGA、QVGA、QQVGA 画

面)が違う場合に、小さいサイズの画像を拡大し、すべての参

加者の画像サイズを同じ大きさにします。 

「不要な余白を削除する（画像サ

イズが小さくなります）」 

画像サイズと参加者の人数の関係により映像の縁周辺部に

発生する灰色の余白を削除します。余白を削除するため、変

換先の AVI ファイルの画像サイズは 1.画像サイズ で設定し

たサイズよりも小さくなります。 

7-4-3 ビデオ圧縮の詳細 

ビデオ圧縮（映像の圧縮方式）を設定します。お使いのパソコンにビデオ圧縮コーデックが無い

場合は一覧には表示されません。 

ビデオ圧縮 説明 ビデオ CODEC のプロパティ

の表記 

自動設定 使用可能なコーデックを自動的に設

定します。 

 

Microsoft MPEG-4 V2 （圧

縮率重視） 

圧縮率を重視します。 Microsoft MPEG-4 Video 

Codec V3 

Cinepak （互換性重視) 互換性を重視します。 iccvid.dll 

IndeoR 5.10 （画質重視) ファイルサイズを重視します。 IndeoR video 5.10 

Microsoft Video 1 (速度重

視) 

処理速度を重視します。 msvidc32.dll 

無圧縮 圧縮を行いません。画質は劣化しま

せん。（ファイルサイズが非常に大き

くなりますのでご注意ください） 
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参考 

「ビデオコーデック」は、以下の手順で確認を行うことができます。 

Windows Media Player の[ヘルプ]-[バージョン情報]をクリックします。 

表示されたウィンドウの[テクニカル サポート情報]をクリックします。 

これにより、ビデオ圧縮のインストールの有無が分かります。  

 

7-4-4 オーディオ圧縮の詳細 

オーディオ圧縮（音声の圧縮方式）を設定します。お使いのパソコンにオーディオ圧縮コーデック

が無い場合は一覧には表示されません。 

オーディオ圧縮 説明 オーディオCODECのプロパ

ティの表記 

自動設定 使用可能なコーデックを自動的に設

定します 

 

Microsoft ADPCM (音質重

視) 

音質を重視します msadp32.acm 

GSM 6.10 (ファイルサイズ

重視) 

ファイルサイズを重視します msgsm32.acm 

PCM (無圧縮) 音質は劣化しません。 Microsoft PCM Converter 

参考 

「オーディオコーデック」は、以下の手順で確認を行うことができます。 

Windows Media Player の[ヘルプ]-[バージョン情報]をクリックします。 

表示されたウィンドウの[テクニカル サポート情報]をクリックします。 

これにより、オーディオ圧縮のインストールの有無が分かります。 

 

 



156 

7-4-5 変換所要時間とファイルサイズの概算 

1 時間の会議の記録データ（300M バイト）を AVI 変換した時の変換所要時間とファイルサイズの

概算は以下の通りです。 

ビデオ圧縮 オーディオ圧縮 画像サイズ 

（横×縦） 

フレームレート 

（フレーム / 秒） 

変 換 所 要 時

間（分） 

ファイルサイ

ズ（M バイト） 

Microsoft 

MPEG-4 V2 

Microsoft 

ADPCM 

QVGA 

(320x240) 

10 5 143 

Microsoft 

MPEG-4 V2 

Microsoft 

ADPCM 

VGA 

(640x480) 

10 45 165 

Cinepak Microsoft 

ADPCM 

QVGA 

(320x240) 

10 140 820 

Cinepak Microsoft 

ADPCM 

VGA 

(640x480) 

10 400 2860 

IndeoR 5.10 Microsoft 

ADPCM 

QVGA 

(320x240) 

10 20 200 

IndeoR 5.10 Microsoft 

ADPCM 

VGA 

(640x480) 

10 280 500 

Microsoft 

Video 1 

Microsoft 

ADPCM 

QVGA 

(320x240) 

10 5 340 

Microsoft 

Video 1 

Microsoft 

ADPCM 

VGA 

(640x480) 

10 120 660 

無圧縮 Microsoft 

ADPCM 

QVGA 

(320x240) 

10 5 10350 

無圧縮 Microsoft 

ADPCM 

VGA 

(640x480) 

10 50 38740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

7-5 サーバー録画の再生と管理 

記録されたデータは会議室ごとにフォルダーに追加されます。予約会議の記録は会議室の

利用者 ID フォルダー（CS:利用者 ID）、常設会議室でログインした会議の記録は adhoc フォル

ダーに追加されます。 

7-5-1 ログインの種類 

ログイン ID による権限は、5 種類あります。 

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。 
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7-5-2 ログイン 

記録システム管理者・システム常設会議室記録管理者・記録閲覧者の場合 

 

1. 利用者向けトップページから「サーバー録画再生」をクリックします。 

    

 

2. ID・パスワードを入力する画面が表示されます 

 

 

3. ID・パスワードを入力し[ログイン]ボタンをクリックします 
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4. 一覧画面が表示されます 

 

会議室記録管理者、会議記録閲覧者の場合 

 

1. 登録ユーザーログイン画面に、ID とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。 

 

 

2. 録画管理タブを選択します。 

 

 

一覧表示画面は、ID により異なります。ご自分の権限については、会議室管理者にお

問合せください。 
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7-5-3 録画ファイル管理 

ID・パスワードを入力しログイン後、記録データ一覧画面が表示されます。 

[すべてのフォルダを開く]をクリックすると、記録データ一覧が表示されます。 

[すべてのフォルダを閉じる]をクリックすると、記録データ一覧を閉じます。 

記録データ一覧の表示は各ユーザーの権限により異なります。 

(1) 記録システム管理者 

 

 



161 

 (2) システム常設会議室記録管理者 

 

(3) 会議室記録管理者 

 

 (4) 会議室記録閲覧者 
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(5) 記録閲覧者 

 

 

7-5-4 記録情報編集 

(1) 録画ファイル管理より、閲覧する会議の「編集」をクリックします。 
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(2) 記録情報編集画面が表示されます。 
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フォルダーの表示画面は、ログインの権限により異なります。 

 

(3) 記録情報の編集を行うことができます。編集できる項目は次の通りです。 

タイトル 記録データのタイトルの変更を行ないます。 

パスワード パスワードの変更を行ないます。 

インデックスの編集 タイトルの変更を行ないます 

追加インデックス 時間（秒）とタイトルを入力すると、インデックスの追加を行ないます。 

 

(4) フォルダーとサブフォルダーの移動は、フォルダ変更にチェックを入力し、移動先のフォルダ

ー、サブフォルダーを指定します。 

 

(5) フラグの表示・非表示の切り替えにより、閲覧者に見せるインデックスの表示・非表示を行な

うことができます。インデックスが非表示となっても記録された内容は再生されます。 

 

(6) インデックスの削除は削除にチェックを入力します。インデックスが削除されても記録された

内容は再生されます。 

 

(7) 編集後、[送信]ボタンをクリックします。編集内容確認画面が表示されます。 

 

 

 

 



165 

(8) 編集内容が正しい場合は[OK]ボタンをクリックします。 

(9) 編集結果画面が表示されます。[戻る]ボタンをクリックすると記録データ一覧画面に戻りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

7-5-5 閲覧 

記録システム管理者・常設会議室記録管理者・会議室記録管理者は閲覧するフォルダー名に記

録日時・フォルダー名の他に[編集][削除]のボタンが表示されております。 会議室記録閲覧者・記

録閲覧者には、閲覧するフォルダー名に記録日時とフォルダー名のみ表示されております。 

 

(1) 記録ファイル管理より、閲覧するフォルダー名をクリックします。 

 

(2) 指定したフォルダーの記録日時等が表示された画面に進みます。 

＜記録システム管理者＞ 
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＜会議室記録閲覧者＞ 

 

 

(3) 「Play」をクリックします。パスワードが設定されているデータはパスワード入力画面が表示

されます。パスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

 

 

 (4) 指定したデータが再生されます。 
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(5) 閲覧中でのチャットメッセージの確認は、「チャット」をクリックし見ることができます。 

 

(6) ネットワーク速度の変更や表示画像サイズの変更は、設定ボタン（画面上部のスパナのア

イコン）から行ないます。 

 

(7) 再生音量の調整は「音声」をクリックし行ないます。 
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8 会議室管理者システムの機能 

MeetingPlazaの会議室作成には、専用のシステム（会議室管理者システム）を使

います。 

会議室管理者システムの基本的な使い方は、「会議室管理者操作マニュアル」

に記載していますので、本マニュアルでは、会議室管理者システムの便利な使い

方を説明します。 

 

8-1 ポータル 

ポータル画面には、会議室管理者システムで利用できる便利な機能が表示されています。 

 

 

現在の会議室状況 

現在の利用ユーザー数が表示されます。 

 

常設会議室 

 エントランス URL 

エントランス URL に表示されている URL を参加者に知らせることで、予約なし・ID の事

前登録無しで、すぐに会議室にログインすることができます。 



169 

 

  [開く] 

クリックすると、別ウィンドウでエントランス URL にログインした画面が開きます。 

 

 会議室設定 

常設会議室の追加・設定変更・削除を行なうことができます。設定変更では、常設会議

室にパスワードを付与することができます。 

 

 エントランス用 URL 設定 

任意の常設会議室を選び、エントランス用の URL を作成することができます。エントラン

ス URL にパスワードを設定することができます。 

 

予約会議室 

 会議予約＆確認 

開催日時、参加メンバーを指定して会議を予約するタイプの会議室のページを表示しま

す。予約会議室の確認・会議予約を行うことができます。予約した会議のキャンセルや

変更を行なうこともできます。 

 

 テンプレート＆繰り返し予約 

予約会議用のテンプレートと繰り返し予約の設定ページを表示します。テンプレートの新

規作成・変更・削除や、繰り返し予約の設定を行なうことができます。 

 

 アドレス帳 

あらかじめユーザー情報を登録しておくことで、会議予約時に参加者を入力する手間を

省くことができます。 

アドレス帳の新規作成・変更・削除や、アドレス帳の CSV ファイルから登録/ダウンロー

ドを行なうことができます。 

 

 

各種管理 

 登録ユーザー管理 

登録ユーザーの追加・設定変更・削除を行なうことができます。 

 

 登録ユーザーへのお知らせ 

登録ユーザーへのお知らせの作成・変更・削除を行うことができます。 
 

 利用状況の確認 

実際に会議をご利用になった時間や人数を確認することができます。 
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 会議室カスタマイズ 

会議室全体に対して、詳細設定を行なうことができます。共有機能、ネットワーク、映像、

音声に関する設定を行なうことができます。 

 

 アカウント設定 

メールアドレスやパスワードなど、会議室管理者の各種設定変更を行なうことができま

す。 
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8-2 常設会議室 

事前の登録なしで入室できる会議室を常設会議室といいます。 

常設会議室のログイン方法は、2 通りあります。 

 

 エントランス URL よりログインする方法 

 登録ユーザーID からログインする方法 

 

上記の常設会議室を利用するための準備や利用実績を見るための方法を次に記載しま

す。 

 

常設会議室は、MeetingPlaza V6.1 までの TeamRoom に該当します。 

今までの TeamRoom では、複数の部屋を作成することは出来ませんでしたが、バージョ

ン 7.0 より複数の常設会議室の作成が可能となりました。 

 

8-2-1 会議室設定 

初回ログイン時には、常設会議室は 3 つ設定されています。 
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会議室設定では、常設会議室の追加・設定変更・削除を行なうことができます。 

 

管理者メッセージに保存した内容は、エントランス URL および登録ユーザーでログインし

た際に管理者のメッセージ欄に表示されます。 

 

 

会議室名の横にある「変更」より、会議室設定の変更を行なうことができます。 

「削除」をクリックすると、会議室を削除することができます。 

「利用履歴」は、会議室の利用履歴が表示されます。 

 

 

会議室名の上位に表示されている会議室が、優先度の高い会議室です。 

優先度の変更は、「会議室の並べ替え」より行うことができます。 
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8-2-2 会議室の新規登録 

1. 会議室設定の「新規登録」をクリックします。 

 

 

2. 会議室の追加画面が表示されます。 
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3. 登録内容を入力します。 

「会議室の追加」の以下の項目を順に入力していきます。 

会議室名 会議室名を入力します。 

必須入力項目になります。 

音声品質 会議室の音声品質を指定します。レベルの低い順に、

［normal］が携帯電話程度の音質、［good］が AM ラジオ

並みの音質、[excellent]は FM ラジオに近い音質です。 

注意： 良い音質設定にするとデータ量が増えるため、

速度の遅いネットワーク（例えばモデム回線や ISDN 回

線など）で利用する参加者がいる場合には、[excellent]

ではなく［good］をお勧めします。 

最大入室者数 会議室の最大入室者数を指定します。 

リージョン 会議開催するサーバーを指定します。 

参加者から近い会議開催サーバーのリージョン（地域）

を指定することで、ネットワークの遅延や帯域変動の影

響が減り、高品位な映像・音声・資料共有の Web 会議を
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開催することができます。 

サーバーの設置拠点は、7 箇所です。 

- 日本 

- 香港 

- シンガポール 

- メルボルン 

- ワシントン DC 

- サンノゼ 

- アムステルダム 

※サーバー設置拠点は変更する場合があります。 

※ご契約のタイプによっては、表示されない場合があり

ます。 

会議室タイプ 会議室の画面構成を指定するものです。いくつか種類が

ありますので、イメージ画面を参考に選択してください（各

画面を選択するとイメージがご覧いただけます）。 

「特権ユーザー＆発話者のみビデオ表示」を選択すると、

会議中のビデオ表示は、特権ユーザーと発言者のみにな

ります。 

パスワード  （チェックボックス）を  （オン）にすると、エントランス

URL から入室する場合にパスワードを設定することができ

ます。 

特権パスワード  （チェックボックス）を  （オン）にすると、エントランス

URL から入室する場合に特権パスワードを設定することが

できます。 

 
4. 登録内容の確認を行います。 

すべての項目を入力後、  をクリックします。会議室の追加の確認画面が表

示されます。 
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内容に誤りがないか確認し、誤りがなければ  をクリック、もし誤りや変更がある場合

は、  をクリックしてください。 

 

5. 会議室の追加が完了します。 

 をクリックすると、次のような画面が表示されます。「会議室を追加しました」と表示さ

れた場合は、会議室が正常に追加されたことを示しています。 

    

 

8-2-3 エントランス用 URL 設定 

任意の常設会議室を選択し、エントランス用 URL を作成することができます。 



177 

 

 

 

「変更」をクリックすると、エントランス URL の変更を行なうことができます。 

ここでは、「入室を許可する常設会議室」の選択、エントランス用 URL の有効/無効の選択、エン

トランス用 URL の変更、エントランス用 URL にパスワードを設定することができます。 

 

「削除」をクリックすると、エントランス用 URL の削除を行います。 

共通 URL と表示されているエントランス URL を削除することはできません。
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8-2-4 エントランス用 URL の新規登録 

1. エントランス用 URL 設定の「新規登録」をクリックします。 

 

 

2. エントランス用 URL の追加画面が表示されます。 

 

 

3. 登録内容を入力します。 

「エントランス用 URL の追加」の以下の項目を順に入力していきます。 

入室を許可する常設会議室 入室を許可する常設会議室を選択します。 

メモ 入力した内容は、エントランス用 URL 設定のメモ欄に表示

されます。 

パスワード  （チェックボックス）を  （オン）にすると、エントランス
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用 URL から入室する場合にパスワードを設定することがで

きます。 

 

4. 登録内容の確認を行います。 

すべての項目を入力後、  をクリックします。エントランス用 URL の追加の確認画面

が表示されます。 

 
 

内容に誤りがないか確認し、誤りがなければ  をクリック、もし誤りや変更がある場合

は、  をクリックしてください。 

 

 

5. エントランス用 URL の追加が完了します。 

 をクリックすると、次のような画面が表示されます。「エントランス用 URL を追加しまし

た」と表示された場合は、エントランス用 URL が正常に追加されたことを示しています。 

    

 

 



180 

 

8-2-5 利用履歴 

常設会議室の利用状況を確認することができます。 

 

 

利用した全ユーザーの、ユーザー名、会議室名、入室日時、退室日時、IP アドレス、利用時間

（分）、クライアント、接続方式、通信品質が月単位で表示されます。削除されたユーザーであって

も利用履歴があれば表示されます。［前月］［翌月］をクリックして月を変更します。 

また、［ログファイルをダウンロード］をクリックすると、その月の利用履歴データを csv ファイルと

してダウンロードすることができます。この操作を行うと、下の図のような確認メッセージが表示され

ますので、［保存］または［開く］をクリックしてください。 

 

（［ログファイルをダウンロード］をクリックした時の確認メッセージ） 
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8-3 予約会議室 

事前に開催日時・参加メンバーを指定して予約するタイプの会議室です。カレンダー内のカ

ッコ内の数字は、会議の参加者の人数を表示しています。 

この章では、予約会議室で利用できる便利な機能を説明いたします。 

 
 

 

8-3-1 会議テンプレート・履歴を利用 

事前に登録されているテンプレートや、過去の会議履歴の利用し会議を予約することができます。

テンプレートの新規登録については、8-3-5 をご参照ください。 

1. 会議を開催する日時を選択します。 
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2. 会議予約画面の「会議テンプレート・履歴を利用」をクリックします。 

 

 

3. テンプレートまたは履歴を選択し、「利用」をクリックします。 
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4. 会議予約画面に指定した情報が反映されます。 

 

 

8-3-2 会議参加者をアドレス帳＆登録ユーザーから選択 

事前に登録されているアドレス帳や登録ユーザーの情報を、選択し入力することができます。ア

ドレス帳の新規登録については、8-3-8 をご参照ください。 登録ユーザーの新規登録については、

8-5-2 をご参照ください。 

1. 参加者設定にある「アドレス帳＆登録ユーザーから選択」をクリックします。 

 

 

2. 「個人アドレス帳から選択」画面が開きます。 
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3. 参加者情報に入力したい参加者を選択し、「参加者リストに追加」をクリックします。 

    

 

4. 選択した情報が、参加者設定に追加されます。 
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8-3-3 会議参加者を CSV から一括入力 

CSV ファイルを使い会議参加者を一括で入力することができます。 

1. 参加者設定にある「CSV から入力」をクリックします。 

    

 

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。[参加者リスト

に追加]をクリックします。 
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6. 参加者リストに CSV ファイルの内容が反映されます。 

 

 

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。  

・名前  

・E-mail アドレス 1  

・E-mail アドレス 2 

カンマの数は、2 つになります。 

例）  

・鈴木太郎,sample1@example.com,sample2@example.com  

(E-mail アドレス 2 がある場合) 

・佐藤次郎,sample3@example.com, 

（E-mail アドレス 2 が無い場合） 
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8-3-4 会議の再利用 

一度予約した情報は、会議室管理者システムのデータベースに保存され、過去の予約情報はい

つでも確認することができます。さらにその予約情報を使って（再利用して）、新規に会議室を予約

することができます。 

 

1. 再利用したい過去の予約日のカレンダー画面を表示し、再利用したい会議の議題のリンク

を選択します。 

 

  

2. 内容を確認し、「再利用して予約する」をクリックします。 
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3. 予約情報を利用し、新しく会議を予約します。 
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8-3-5 テンプレート 

定例的に行う会議の予約を簡単にするための機能です。この機能を使用すると、「再利用して予

約する」を行った場合と同様、入力操作の負担を軽減することができます。 

 

 テンプレートの登録 

1. 「予約会議室」の「テンプレート＆繰り返し予約」を選択します。 

 

 

2. テンプレート＆繰り返し予約画面が表示されます。「新規登録」をクリックします。 

 

 

3. 会議予約テンプレートの登録画面が表示されます。「テンプレート登録名」は必須入力です。

その他入力内容は会議予約とほぼ同じですので、同じ要領で登録します。 
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 テンプレートの変更と削除 

 

1. テンプレート＆繰り返し予約画面より、変更または削除したいデータの「テンプレート名」をク

リックします。 

 
 

2. 変更または削除を選択します。 
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(1) 「変更する」をクリック 

前の項で説明したテンプレートの登録画面が表示されますので、変更、登録してください。 

(2) 「削除する」をクリック 

確認画面が表示されますので、  をクリックすると該当データが削除されます。 

 

 

8-3-6 繰り返し予約 

登録したテンプレートを利用して、毎週または毎月の繰り返し予約を設定することができます。 

1. テンプレート＆繰り返し予約画面から、「繰り返し予約」に表示された会議のリンクをクリック

します。 
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2. 繰り返し予約の設定画面が表示されます。「繰り返し予約」の「使用する」を選択し、繰り返し

予約を行なう日時または日程を選択します。 

 

 

3. 選択後、  をクリックすると、テンプレート＆繰り返し予約画面に設定した繰り返し予約

が表示されます。 
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テンプレートに登録する際は開始日時と終了日時は「○分後」ではなく時刻を指定する

必要があります。 

 

テンプレートを実際の会議予約に反映するタイミングは、「N 日前に通知」される日の、0

時 0 分／6 時 0 分／12 時 0 分／18 時 0 分のいずれかです。 

反映した時点で会議予約の確認メールが主催者と会議室管理者に送信されます。 

 

その時点で「通知日時」がプラス 20 分の時間内に自動設定され、その時刻に会議案内

のメールが参加者に送信されます。 

 

繰り返し予約の登録日時の都合で、N 日前の反映が間に合わなかった場合、N-1 日前

にも反映が行われます。 

 

 

8-3-7 アドレス帳について 

参加者の氏名と電子メールアドレスを登録しておき、参加者リストの作成時に簡単な操作で参照、

貼り付けをする機能があります。この機能を使用すると、同じ参加者で繰り返し会議の予約を行う

場合に、入力操作の負担を軽減することができます。 

 

アドレス帳のタイプは 2 種類あります。 

 通常のアドレス帳 

 キーワード型アドレス帳 
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通常のアドレス帳は、登録後現在のアドレス帳に表示され参加者を指定し、アドレス帳に反映さ

せます。 

 

 

キーワード型アドレス帳は、登録時にキーワードを入力し、キーワードから参加者を選択できま

す。 

 

 

アドレス帳のタイプの切り替えは、「各種管理」の「アカウント設定」より設定できます。 
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8-3-8 アドレス帳の登録（通常型） 

1. 「予約会議室」より「アドレス帳」を選択します。 

 

 

 

2. 現在のアドレス帳画面が表示されます。 

 

 

3. 「新規登録」をクリックします。アドレス帳の新規作成画面が表示されます。 
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   アドレス帳のデータを入力します。「氏名」と「E-mail アドレス」は必ず入力する必要がありま

すが、それ以外の項目は入力を省くことができます。 

   「ふりがな」は先頭の文字がアドレス帳を検索する際のキーになりますので、最低 1 文字は

入力すると良いでしょう。 

「グループ」と「備考」は検索には使用されませんので、情報として必要であれば入力しま

す。 

 

4. 入力内容を確認し、登録を完了します。 

登録画面で  をクリックすると、入力したデータの内容がチェックされ、問題がなけれ

ば下の図のような確認画面が表示されます。内容に問題がある場合は、確認画面の代わり

にエラーメッセージが表示されます。 
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確認画面で表示された内容でよければ、  をクリックしてください。登録が完了します。

逆に誤りや変更がある場合は、 をクリックすると登録画面に戻りますので、該当箇所を

変更してください。 

8-3-9 CSV ファイルからアドレス帳を登録・ダウンロード（通常型） 

CSV ファイルを使い、アドレス帳に一括で登録することができます。 

登録済みの CSV ファイルは、ダウンロードすることもできます。 

 

 登録（インポート） 

1. 「アドレス帳」をクリックし、「インポート/エクスポート」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. [OK]をクリックすると、登録した内容がアドレス帳に表示されます。 
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•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) 

・ 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。 

• 記述例)  

・ A,鈴木太郎,すずきたろう,営業部,sample1@example.com,sample2@example.com,メモ 

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

 

※名前と E-mail アドレス 1 の組み合わせが同じものは、同じアカウントと判定されます。  

※既に登録済みのものと同じアカウント（同じ名前・E-mail アドレス 1）が CSV ファイル上に

存在する場合、その行は無視され重複登録はされません 

 

 

 ダウンロード（エクスポート） 

1. 「アドレス帳」をクリックし、「インポート/エクスポート」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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8-3-10 アドレス帳の登録（キーワード型） 

キーワード型のアドレス帳は、階層構造のあるアドレス帳です。大量のデータを登録している場

合、キーワードから参加者を探すことができます。 

キーワード型アドレス帳を使用するには、「各種管理」より［アカウント設定］をクリックし、［キーワ

ード型アドレス帳を使う］の  （チェックボックス）を  （オン）にしてください。 
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キーワード型アドレス帳の登録手順は、以下になります。 

1. 「予約会議室」より「アドレス帳」を選択します。 

 

 

2. 現在のアドレス帳画面が表示されます。 
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3. 「新規登録」をクリックします。アドレス帳の新規作成画面が表示されます。 

 

    

   アドレス帳のデータを入力します。「氏名」と「E-mail アドレス」は必ず入力する必要がありま

すが、それ以外の項目は入力を省くことができます。 
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   「ふりがな」は先頭の文字がアドレス帳を検索する際のキーになりますので、最低 1 文字は

入力すると良いでしょう。 

「グループ」と「備考」は検索には使用されませんので、情報として必要であれば入力しま

す。 

「キーワード 1」、「キーワード 2」、「キーワード 3」を入力します。 

「会議案内の内容」は、予約時の参加者リストにそのまま反映されます。 

    

4. 入力内容を確認し、登録を完了します。 

登録画面で  をクリックすると、入力したデータの内容がチェックされ、問題がなけれ

ば下の図のような確認画面が表示されます。内容に問題がある場合は、確認画面の代わり

にエラーメッセージが表示されます。 

 

 

確認画面で表示された内容でよければ、  をクリックしてください。登録が完了します。

逆に誤りや変更がある場合は、 をクリックすると登録画面に戻りますので、該当箇所を

変更してください。 
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「キーワード 1」等は、アドレス帳の検索時のメニューになります。 

 

 

キーワード型アドレス帳は、CSV ファイルから登録できません。 
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8-3-11 アドレス帳の変更・削除（通常型・キーワード型共通） 

1. 「予約会議室」より「アドレス帳」を選択します。 

 

 

2. 変更あるいは削除したいデータを選択します。 
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3. アドレス帳の確認画面が表示されます。変更する場合は「変更する」を、削除する場合は

「削除する」をクリックします。 

 

 

(1) 「変更する」をクリック 

前の項で説明したアドレス帳の登録画面が表示されますので、変更、登録してください。 

(2) 「削除する」をクリック 

確認画面が表示されますので、  をクリックすると該当データが削除されます。 

 

 

8-3-12 今すぐ会議を開催する 

カレンダー画面の左上にある[今すぐ会議開始]をクリックするか、会議情報の入力画面で「開始

日時」を［今すぐ開始］に設定することで、「通知日時」、「直前の再通知」を自動的に設定できます。 

（カレンダー画面） 
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（会議情報入力画面） 

  

この状態で予約を実行すると、参加者が受け取る URL は、受け取った時点で既に入室可能なも

のになります。 

 

8-3-13 同時接続数の状況 

(システム販売をご利用のお客様のみ） 

「同時接続数の状況」から、サーバーの接続数の状況を確認することができます。 
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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。 

日付と予約に表示された情報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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会議を開催したい日時の時間をクリックすると、会議の予約を行なうことが出来ます。 

 

 

 

予約可能な日を選択すると、

背景が濃い青になります。 
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8-4 資料の事前アップロード 

常設会議室と予約会議室より、会議にて共有予定のファイルを事前にサーバーに登録（ア

ップロード）することができます。 

アップロードするファイルは、「VPI 形式」を推奨します。 

 

VPI ファイルを使うと、以下の利点があります。 

 

 資料を配信中でも、ページ単位で閲覧が可能です。 

 希望するページから参照することが可能です。 
 

ファイルサイズの上限は、1 ファイルにつき 256MB です。 

一度にアップロードできるファイルの数は、12 個です。 

アップロードできるファイルは最大 30 個までです。 

事前アップロードは、会議開催中はいつでも行なえます。 

注意： 

事前アップロードをしたファイルを共有開始できるのは、特権権限を付与したユーザーの

みです。 

 

8-4-1 常設会議室の事前アップロード手順 

1. 事前アップロードを行ないたい会議室名称の下にある「添付資料」をクリックします。 
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2. [参照]をクリックします。 

 
 

3. 「アップロードするファイルを選択する」画面が表示されます。 

 

 

4. 事前アップロードする資料を選択し、「開く」をクリックします。 



216 

 

 

 

5. 会議資料に 4.で選択した資料が表示されます。 

 

 

6. 利用開始日時、終了日時を指定する場合は、「利用開始日時を設定する」「利用開始日時

を設定する」を選択し、日時を選択します。 
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7. 「アップロード」をクリックします。 
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8. 会議資料画面にアップロードしたファイルが表示されます。 

 

 

8-4-2 予約会議室の事前アップロード手順 

予約会議室の事前アップロードは、予約会議室を確認する画面からも行なうこともできます。 

 

 

ここでは、会議開催予定の予約会議の事前アップロード手順を記載します。 
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1. 予約した会議をクリックします。 

 

 

2. 会議資料の「追加」をクリックします。 
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3.  [参照]をクリックします。 

 

 

4. 「アップロードするファイルを選択する」画面が表示されます。 

 

 

5. 事前アップロードする資料を選択し、「開く」をクリックします。 
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6. 会議資料に 5.で選択した資料が表示されます。 

 

 

複数のファイルをアップロードする場合は、[参照]をクリックし、3 から 6 までの操作を繰り返

します。（次のファイルを選択できるように、選択欄は増えるようになっています。） 
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7. 「アップロード」をクリックします。 

 

 

8. 会議資料画面にアップロードしたファイルが表示されます。 
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8-4-3 事前アップロードしたファイルを共有する手順 

1. 「共有」より「ファイル共有」をクリックします。 

2. 「事前アップロード」をクリックします。 

     

 

 

3. 「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。 
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4. ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

 
 

8-5 各種管理 

この章では、各種管理の機能を説明いたします。 
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8-5-1 登録ユーザーについて 

登録ユーザーとは会議室管理者が発行・管理する、会議予約や会議参加が可能なユーザーの

ことです。 

会議室管理者が、この管理画面で登録ユーザーの登録・変更・休止・削除の操作を行なうことが

できます。 

会議室予約権限を付与した登録ユーザーに対し、他のユーザーが予約した会議室の情報をどこ

まで閲覧、管理可能かの運用ポリシーを設定することもできます。 

 

登録ユーザーのアカウント数には上限があり、ASP サービスの場合はシステム全体で最

大同時接続数の 10 倍まで、システム販売の場合はシステム全体で最大同時接続数の 8

倍まで登録可能です。 

例）ASP サービスの場合は、ご契約の最大同時接続数が 10 拠点の場合、100 アカウント

まで登録可能です。 

 

8-5-2 登録ユーザーの新規登録 

1. 登録ユーザー管理の「新規登録」をクリックします。 
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2. ユーザーの登録画面が開きます。 

 

 

(1) 登録情報を入力する 

「ユーザー登録」の以下の項目を順に入力していきます。 

ユーザー名 ユーザーの名前を入力します。 

必須入力項目になります。 

ふりがな ユーザーのふりがなを入力します。 

E-mail アドレス ユーザーの E-mail アドレスを入力します。 

必須入力項目になります。 

グループ ユーザーのグループを入力します。 

言語 会議室に入室した時の表示言語を指定します。 

TimeZone TimeZone の選択が行なえます。 

ポータル 

(「会議室管理者からのお

知らせ」、「会議利用状況」

の参照を許可) 

 （チェックボックス）を  （オン）にすると、登録ユ

ーザーのポータル画面に「会議室管理者からのお知ら

せ」と「会議利用状況」を表示されることができます。 

ポータル 

(「定員数のみ指定  予約

会議」の一覧参照と入室を

許可) 

 （チェックボックス）を  （オン）にすると、登録ユ

ーザーのポータル画面に「定員数のみ指定 予約会議」

の一覧が表示され、入室ができるようになります。 

「定員数のみ指定 予約会議」の参加を許可するユーザ

ーの場合には、  (オン)にしてください。 

(※会議室管理者の設定が「登録ユーザー限定モード」

の場合に表示) 

予約会議室  （チェックボックス）を  （オン）にすると、登録ユーザ

ーでログインした時に、会議予約を行うことができます。 
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入室時権限 

（特権を付与します) 

会議室において会議を制御するための特別なコマンドを実

行できるようにする場合に、 （チェックボックス）を   

（オン）にします。  （オン）にしたユーザーは、会議室に

入室すると、会議予約をした場合の「主催者」と同じ権限を

持ちます。 

入室時権限 

（録画を許可します） 

 （チェックボックス）を  （オン）にすると、会議室にお

いて会議の模様を録画できるようになります。録画を許可

したいユーザーは  （オン）にしてください。 

ASP サービスは標準機能ですがシステム販売では記録

再生オプションを導入されたときに表示されます。 

直接ログイン用 URL の送信  （チェックボックス）を  （オン）にすると、直接会議室

に入室できる URL をメールに記載します。 

入室を許可する会議室 [全ての会議室を許可]または[許可する会議室を選択]より

選ぶことができます。 

ユーザーへのメッセージ ユーザーID の電子メールにメッセージを記載する場合は、

ここに入力します。 

 

(2) 入力情報を確認し、登録を完了する。 

ユーザー登録画面で  をクリックすると、入力したデータの内容がチェックされ、問題がな

ければ下の図のような確認画面が表示されます。内容に問題がある場合は、確認画面の代わりに

エラーメッセージが表示されます。 
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確認画面で表示された内容でよければ、 をクリックしてください。登録が完了します。逆に

誤りや変更がある場合は、  をクリックすると登録画面に戻りますので、該当箇所を変更してく

ださい。 

登録が完了すると、ユーザーに ID とパスワードが送付されます。 

 

(3)ログイン ID とパスワードを含む電子メールを送信 

登録したユーザーに次のような電子メールが送信されます。 

「直接ログイン用 URL の送信」を選択したユーザーには、直接会議室にログインできる URL が記

載されます。 

 

 
会議室参加者 様 

(会議室管理者 ID 001) 

 

会議室管理者より ID が発行されました。 

 

 

ログイン ID: XXXXXXXX 

パスワード: XXXXXXXX 

 

 

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://xxxxxxxx.xxxx/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。 

    

 

 

営業部会議室 

http://xxxxxxxx.xxx/teammgr/ormdirectlogin.cgi?o_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX 

 

共通部門会議室 

http://xxxxxxxx.xxx/teammgr/ormdirectlogin.cgi?o_id=ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

 

 

会議室管理者からのメッセージ： 

共通部門会議室と営業部会議室に参加者として登録しました。 

 

 

3. 「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。」に記載の URL をクリッ

クすると、登録ユーザー ログイン画面が表示されます。 
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ID パスワードを入力すると、登録ユーザーログイン画面が表示されます。 
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登録ユーザー ログイン画面は、ユーザーにより表示する内容が異なります。 

会議予約権限を許可 会議予約権限なし 

  

 

8-5-3 CSV ファイルから登録ユーザーを登録・ダウンロード 

 登録（インポート） 
 

1. 「各種管理」の「登録ユーザー管理」に表示されている「インポート/エクスポート」をクリックし

ます。 

 

 

2. 「登録に使用する CSV ファイル」の[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。 
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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、登録した内容が登録ユーザー管理画面に表示されます。 
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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) 

  ・ふりがな 

  ・E-mail アドレス (必須) 

  ・グループ 

  ・言語 [0:日本語, 1:英語, 2:中国語] (必須) 

  ・予約権限 [0:なし, 1:あり] (必須) 

  ・TimeZone (必須) (*1) 

  ・入室を許可する常設会議室 (必須) (*2) (*3) 

  ・特権ユーザー [0:いいえ, 1:はい] (必須) 

  ・録画権限 [0:なし, 1:あり] (必須) 

  ・記録閲覧権限 [0:権限なし, 1:管理者権限, 2:閲覧権限] (必須) 

  ・ポータルの「会議室管理者からのお知らせ」、「会議利用状況」 [0:非表示, 1:表示] (必須) 

(*1) TimeZone の値を空にすると「会議室管理者の設定に従う」と設定されます。 

(*2) 常設会議室の名前を「;(セミコロン)」で区切って並べて下さい。その際「;(セミコロン)」の前後

に空白などの余計な文字が含まれないようにしてください。 

(*3) 「*(アスタリスク)」を１つだけ記入する(参考: 記述例 1)と、自動的に「全ての会議室に入室

可」となります。また、なにも記述しない場合は自動的に「全ての会議室に入室不可」となります。 

 

※名前と E-mail アドレスの組み合わせが同じものは、同じアカウントと判定されます。 

※既に登録済みのものと同じアカウント（同じ名前・E-mail アドレス）が CSV ファイル上に存在する

場合、その行は無視され重複登録はされません。 

 

記述例)  

  ・A,鈴木太郎,すずきたろう,sample1@example.com,営業課,0,1,Asia/Tokyo,*,1,1,1,1  

  ・D,佐藤次郎,さとうじろう,sample2@example.com,営業課,0,1,Asia/Tokyo,Room1;Room2,0,0,0,0 
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 ダウンロード（エクスポート） 

 

1. 「各種管理」の「登録ユーザー管理」に表示されている「インポート/エクスポート」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。 

 

8-5-4 登録ユーザーの変更 

1. 登録ユーザー管理画面より、ユーザー名の右側に表示された「変更」をクリックします。 
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2. 設定内容を変更することができます。 「パスワード」で”変更する”にチェックして登録した場

合、これまでのパスワードはリセットされ、新しいパスワードとともに、登録したメールアドレ

スへアカウント情報が送信されます。  

 

 

 現在の情報をメールで送信することができます。 

登録ユーザーに、ログイン ID、直接ログイン URL、電話会議/TV 会議接続の識別番号を送信します。  

※識別番号は、契約のプランや、会議室管理者の設定により表示されないことがあります。 
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8-5-5 登録ユーザーの休止 

［休止］をクリックすると、次のような確認画面が表示され、 をクリックすると該当ユーザー

のアカウントが休止されます。（会議室にログイン中の場合はログアウトされます） 

 

 

休止中の登録ユーザーは登録ユーザー管理に[再開]が表示されます。アカウントを再開する場

合は、[再開]をクリックします。 
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8-5-6 登録ユーザーの削除 

［削除］をクリックすると、次のような確認画面が表示され、 をクリックすると該当ユーザー

が削除されます。（会議室にログイン中の場合はログアウトされます） 

 

 

8-5-7 登録ユーザーの利用状況 

「利用状況」をクリックすると、該当ユーザーの、ユーザーID、ユーザー名、入室日時、退室日時、

利用時間（分）が月単位で表示されます。［＜］［＞］をクリックして月を変更します。 
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8-5-8 予約権限を付与した登録ユーザーの運用ポリシー設定 

会議予約権限を付与した登録ユーザーは、他の人が予約した情報を参照または設定によって、

変更・削除することができます。この画面では、これをどこまで参照、変更可能とするかの運用ポリ

シーを設定することができます。 

 

 

[変更]をクリックすると、変更項目の選択が表示されます。選択後「保存」を押した内容に登録ユ

ーザーの予約会議室情報が変更されます。 
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8-5-9 利用状況の確認 

「各種管理」の「利用状況の確認」より、会議室の利用日時、利用時間、月ごとの履歴を見ること

ができます。 

 

今月の利用履歴が表示されます。月を変更したい場合は［前月］または［翌月］をクリック、また

は、その左にある年月リストから変更したい年月を選択して  をクリックしてください。 

 

画面内の表示の意味は、次のとおりです。時間の単位はいずれも「分」です。 

画面内の表示 意味 

基本利用時間 ご契約いただいている ASP サービスの、月額基本料金の範囲で利

用可能な時間です。（システム販売においては意味を持ちません） 

開始前の予約時間の合計 当月の、まだ開始されていない会議の予約時間の合計です。 

利用時間の合計（分） 当月の、会議予約の利用時間の合計、常設会議室の利用時間 

の合計、さらにこの二つを合算した時間（Total）です。 

延べ利用時間の合計(分) 当月の、会議予約の延べ利用時間の合計、常設会議室の延べ利

用時間の合計、さらにこの二つを合算した時間（Total）です。 

ログイン履歴（予約会議室） 

選択された予約のユーザーログを

ダウンロード 

選択した予約のユーザーの利用状況のデータを csv ファイルとして

ダウンロードすることができます。 

ログに含める内容を選択することができます。 
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csv の各行の意味は、左から以下となります。 

1 番目： 会議 ID 

2 番目： ユーザー名 

3 番目： E-mail アドレス 

4 番目： 利用開始日時 

5 番目： 利用終了日時 

6 番目： IP アドレス 

7 番目： クライアント 

8 番目： 接続方式 

予約情報ログをダウンロード 予約情報のデータを csv ファイルとしてダウンロードすることができ

ます。 

ログに含める内容を選択することができます。 

csv の各行の意味は、左から以下となります。 

1 番目から 7 番目までが予約情報です。 

8 番目から 12 番目までが利用状況です。 

 

1 番目： 予約開始日時 

2 番目： 予約終了日時 

3 番目： 予約時間 

4 番目： 予約人数 

5 番目： 会議 ID 

6 番目： 会議予約者 

7 番目： 会議タイトル 

8 番目： 利用開始日時 

9 番目： 利用終了日時 

10 番目： 利用時間 

11 番目： 利用人数 

12 番目： 延べ利用時間 

予約情報 予約開始日時 会議室の予約時に指定した「開始日時」です。 

予約終了日時 会議室の予約時に指定した「終了日時」です。 

予約時間（分） 予約情報の「終了日時」－「開始日時」の時間です。 

利用人数 会議室の予約時に指定した、参加者の人数です。 

会議 ID 会議室の予約時に生成される、会議室の識別コードです。 

会議予約者 会議室の予約者名を表示します。 

会議タイトル 会議室の予約時に指定した「会議タイトル」です。 

利用状況 利用開始日時 最初の参加者がログインした日時です。 

利用終了日時 最後の参加者がログアウトした日時です。 

利用時間（分） 利用状況の「終了日時」－「開始日時」の時間です。 

利用人数 会議に参加した人数です。 
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延べ利用時間 会議に参加したユーザーの延べ利用時間です。 

ログイン履歴（常設会議室） 

［ログファイルをダウンロード］ このリンクをクリックすると、常設会議室の情報と利用状況のデー

タを csv ファイルとしてダウンロードすることができます。 

ログに含める内容を選択することができます。 

csv の各行の意味は、左から以下となります。 

1 番目: ユーザー名 

2 番目: 会議室名 

3 番目: 入室日時 

4 番目: 退出日時 

5 番目: 利用時間 

6 番目: IP アドレス 

7 番目: クライアント 

8 番目: 接続方法 

詳細ログをダウンロード 詳細ログは、常設会議室の会議単位のログです。 

ログに含める内容を選択することができます。 

csv の各行の意味は左から以下となります。 

1 番目: 会議室名 

2 番目: 利用開始日時 

3 番目: 利用終了日時 

4 番目: 利用時間 

5 番目: 個別ユーザーログ 

   ユーザ名,入室日時,退室日時,IP アドレス,利用時間(分) 

ユーザー名 常設会議室に入室したユーザー名を表示します。 

会議室名 利用のあった会議室名を表示します。 

入室日時 会議室に入室した日時を表示します。 

退出日時 会議室を退出した日時を表示します。 

利用時間 会議の利用時間を表示します。 

IP アドレス 入室したユーザーの IP アドレスを表示します。 

クライアント 接続したクライアント端末の種類を表示します。 

端末表示される種類は、以下になります。 

PC： Windows 端末 

Mac： Mac 端末 

Android： Android 端末 

iOS： iOS 端末 

Tel： 電話 / テレビ会議端末 

接続方式 クライアントが実際に会議に接続した方法を表示します。 

通信品質 会議中の接続品質を表示します。 

◎ 特に問題はありません。 
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○ やや品質は低下しています。 

△ 品質があまり良くありません。 

 

8-5-10 会議室カスタマイズ 

「各種管理」の「会議室カスタマイズ」より、会議室カスタマイズ画面が開きます。 

ここでは共有機能、ネットワーク、映像・音声に関する設定など、会議の詳細設定を行なうことが

できます。 

 

 

会議室カスタマイズは、会議室全体に対して行います。会議室ごと個別にカスタマイズ

は行なえません。 

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。 

 

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。 
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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。 

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。 

事前の動作確認を表示する 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。 
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8-5-11 アカウント設定 

メールアドレスの変更やパスワードの変更など、会議室管理者情報の各種設定を行なうことがで

きます。 

 

 

電話/TV 会議利用 電話の接続を許可する場合は、  （チェックボックス）を  （オ

ン）にしてください。TV 会議装置の接続を許可する場合は、  

（チェックボックス）を  （オン）にしてください。 

登録ユーザー限定モード 会議室管理者を管理者とみなして登録ユーザーを実際の運

用者/利用者とするモードに切り替えることができます。 

メールアドレスログイン 登録ユーザーのログイン認証時にIDとしてメールアドレスを使

用できます。 

 

※メールアドレスが重複したユーザーが存在する場合はメー

ルアドレスでのログインができません。 

アドレス帳のタイプ キーワードアドレス帳を使う場合は、  （チェックボックス）を  

（オン）にしてください。 

電子メールの受信 会議の予約確認と通知メールを受け取らない場合は、  （チェッ

クボックス）を  （オン）にしてください。 

登録ユーザーが予約した会議の通知メール宛先に会議室管理
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者を追加する場合は、  （チェックボックス）を  （オン）にして

ください。 

メールの from アドレスにエイリアスを使用しない場合は、  （チ

ェックボックス）を  （オン）にしてください。 

事前アップロードの可否 事前アップロードの利用を可/不可より選択することができます。 

 

8-6 講演ルームでの利用（オプション） 

講演ルームとは、多くのユーザーを会議室に収容する為の特別な会議室のことで 

す。講演ルームは、エンタープライズ ASP サービスにてご利用可能です。またシ 

ステム販売では「大規模講演オプション」によりご利用可能です。 

 

通常会議室では、1 会議あたり最大 128 ユーザーまでとなりますが、システム販売 

の場合、この「大規模講演オプション」を付加することで最大 10,000 ユーザーまで収容 

することができます15。 

 

会議室にログインするユーザー数が多いことから、通常時は「講演者」と呼ぶ特 

別なユーザーのみ顔画像が表示されます。 講演者でないユーザーは、同時に 2 

ユーザーまで発言でき、その際に発言者の顔画像が表示されます。「講演者」は 

下図のような会議予約画面から、1 会議あたり 8 ユーザーまで登録することができ 

ます。 

 

 

講演ルームでは、講演者のみがアプリケーション共有、デスクトップ共有とアンケートを開始

することができます。 

 

自分が発言していないとき、自分の画面は最小化して表示されます。 

発言を行うと、顔画像の枠がピンク色になり、参加者に映像が配信されます。 

 

 

                                                   
15 接続規模に応じた同時接続ライセンスおよび、サーバー構成、ネットワーク環境等が必要です。 
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参加者が発言していないとき 自分の画面には最小化して表示 発言すると画像の枠がピンク色

になり動画で表示 

   

 

 

講演ルームでは、参加者が発言をしていないときの挙手は、講演者がユーザーリストより

確認することができます。参加者は確認することはできません。 

発言中の挙手は、映像左上に挙手のアイコンが表示されますので、会議参加者全員が確

認できます。 

 

参加者が発言していないときの挙手 

参加者の操作 講演者が挙手の確認 

  

参加者が発言中の挙手 
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注意： 

講演ルームの会議画面は、会議予約時またはシステム常設会議室作成時に選択できま

す。 

会議画面の「セミナー」は選択できません（非表示になります）。 
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9 パソコン以外の機器の会議参加（オ

プション） 

MeetingPlaza は、パソコン以外の機器で会議に参加することができます。 

 

9-1 スマートフォン・タブレットでの会議参加 

会議室管理者システムで、設定を変更する箇所はありません。 

 

スマートフォン・タブレットでの参加は、MeetingPlaza Mobile(MP Mobile)を使用します。 

 

MP Mobile(Android TM) MP Mobile(iPad® 、iPhone®) 

 

 

  

 

詳細は、以下をご覧ください。 

ミーティングプラザモバイル(iPad / iPhone / AndroidTM) 

  http://www.meetingplaza.com/feature/mpmobile.html 
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9-2 電話での会議参加 

電話の接続と TV 会議装置の接続を許可する場合は、「各種管理」の［アカウント

設定］より「電話の接続を許可する」を選択する必要があります。 

 

 

電話を使って音声のみ会議に参加することができます。 

会議開催メールに記載されている「電話/TV 会議装置接続の接続番号」と、「電話ゲートウ

ェイの回線番号」を使用して参加します。 

 

会議の参加者は、パソコン（Web ブラウザー）を使って会議に参加するか、電話音声で会

議に参加するか、自分で自由に選択することができます。ただし、一人の参加者がパソコン

と電話を使い、両方同時にログインすることはできません。 

 

利用にあたって特別なサービス料金は生じませんが、電話の着信先である「電話ゲートウ

ェイ」までの通話料金は、参加者個人の負担になります。 

以下に、電話音声で会議に参加する方法を説明します。 



252 

9-2-1 会議室管理者システムの設定 

会議の参加者が、電話音声で会議に参加できるようにするためには、会議室管理者による設定

変更が必要です。 

会議室管理者システムの「各種設定」の［会議室管理者情報の変更］より、［電話/TV 会議装置

の接続を許可する］の  （チェックボックス）を  （オン）にしてください。 
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9-2-2 常設会議室の設定 

[会議室管理者情報の変更]で［電話/TV 会議装置の接続を許可する］を選択後、常設会議室の

設定を行ないます。 

 

1. 「常設会議室」の「会議室設定」より、電話/TV 会議装置の接続を許可する会議室の[変更]

をクリックします。 

 

 

2. 「電話/TV 会議装置接続の識別番号」に番号が表示されます。 

 

 

3. 変更する場合は「電話/TV 会議装置接続の識別番号を変更する」を選択します。 
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9-2-3 電話での会議参加 

1. 識別番号の準備 

常設会議室の電話参加は、「常設会議室」の会議室名をクリックした後に表示される識別番号で

入室できます。 

 

上記の場合の電話参加の識別番号は、584821470 になります。 
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予約会議室の識別番号は、会議開催メールに記載されています。 

 

 

2. 電話ゲートウェイにダイヤルする 

①電話機を使って、電話ゲートウェイに発信します。 

②[ブーッ]と音がなりますので、10 秒以内に電話/TV 会議装置接続の識別番号の入力を始めま

す。 

③電話/TV 会議装置接続の識別番号を入力し終えたら、最後に＃（シャープ）を入力します。 

④会議室に正常に入室できると、「入室しました」と音声メッセージが流れます。 

 

電話音声で会議室に入室した参加者は、パソコンで入室している参加者から見ると、下図のよう

になります。 

 

 

接続ができないときに、以下のアナウンスが流れます。 

エラーアナウンス 原因と対応 

「エラーが発生しました。入室に失敗しました」 すでにパソコンでログイン中に電話接続を行な

うと流れます。パソコンをログアウトすることで

電話接続が可能になります。 

「エラーが発生しました。会議の開催日時で

はありません」 

会議開催日時の 30 分以上前にログインしよう

としたときに流れます。 

時間になりましたら、ログインしてください 
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「エラーが発生しました。識別番号が正しくあ

りません」 

電話/TV 会議装置接続の識別番号を間違え

たときに流れます。正しい識別番号を入力して

ください 

「エラーが発生しました。この接続は会議室管

理者によって許可されていません」 

会議室管理者が電話接続を許可していないと

きに流れます。会議室管理者様に電話接続を

許可しているかご確認ください 

 

電話ゲートウェイの回線番号は、会議室管理者様に電子メールでお知らせします。ま

た、予約した会議の案内メールと登録ユーザーログインの電子メールにも電話ゲートウェイ

の回線番号が含まれます。不明な場合は、ＮＴＴアイティのサポート窓口にお問い合わせく

ださい。（電子メール：support@meetingplaza.com、電話：０１２０－７５３－６７７） 

 

3. 会議中の音声制御 

電話音声で会議室に入室すると、次の操作が行えます。 

＃９ ミュートをオン、すなわち音声入力を停止します。電話ユーザーは会議室にお

いて非発言状態になり、発言しても他の参加者に聞こえなくなります。 

＃０ ミュートをオフ、すなわち音声入力状態になります。電話参加者は会議室にお

いて発言状態になり、発言が他の参加者に聞こえるようになります。 

＃５ 音声ループバックを開始します。電話の発言は MeetingPlaza のシステム内で

折り返され、電話に戻ってきます。 

＃１１ 「挙手」します。パソコンで入室している他の参加者の画面、「挙手」マークが

表示されます。 

＃１２ 「挙手」を止めます。 

 

電話による参加者は、ミュートをオンにしない限り、常に発言状態になっています。

MeetingPlaza は同時発話７ユーザーという仕様ですので、電話による参加者が 7 人になる

と、他の参加者が発言できなくなります。その場合は、電話の発言をミュート・オン／オフし

て、発言の状態をコントロールしてください。
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9-3 TV 会議端末での会議参加 

電話の接続と TV 会議装置の接続を許可する場合は、「各種管理」の［アカウント

設定］より「電話の接続を許可する」を選択する必要があります。 

 

 

 

 

9-2-3 と同様に、識別番号を使用して参加します。 

 

TV 会議端末での会議参加は、別途 MeetingPlaza コネクターを購入していただく必要

があります。 

詳細は、http://www.meetingplaza.com/product/asp/connector.html をご覧ください。 
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10 システム常設会議室 

システム常設会議室は、簡単な操作で会議室の作成・会議室へのログインが可

能なツールです。 

 本マニュアルでは、登録されている会議室から一つを選択して会議室へログイ

ンするまでについて記述しています。 
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10-1 会議室の種類 

システム常設会議室には、予め登録したグループ内で利用可能な会議室（グループに所属

した会議室）と グループに関係なく利用可能な会議室（グループ所属していない会議室）が

あります。 

 

またシステム常設会議室は、常に利用可能な会議室ですが、簡易的に予約の機能を持た

せることができます。（予約機能をもった会議室） 

   

なお、グループの作成や、そのパスワードの設定、予約機能をもった会議室登録などは、

管理者によって行います。 

 

 

10-1-1 予約機能を持たない会議室 

予約機能を持った会議室への切り替えは、「システム常設会議室の予約と入室」をクリックしま

す。 

グループに所属している会議室のログインは、初期状態では存在しません。 

「動作確認」より会議入室前にカメラ・マイク・スピーカーなどの確認を行なうことができます。 

グループ名のパスワードは、MeetingPlaza の管理者にお尋ねください。 

グループ所属なしの会議室は初期状態で 3 つの会議室が存在します。 

ゲストの招待を行うことも出来ます。 
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10-1-2 予約機能を持った会議室 

予約機能を持たない会議室への切り替えは、「システム常設会議室の一覧」をクリックします。 

グループに所属している会議室のログインは、初期状態では存在しません。 

「動作確認」より会議入室前にカメラ・マイク・スピーカーなどの確認を行なうことができます。 

グループ名のパスワードは、MeetingPlaza の管理者にお尋ねください。 

これらの会議室は初期状態では存在しません。新しく登録するか、予約機能を持たない会議室

を「予約あり」に変更する必要があります。 

予約を行なわないと入室できません。 
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鉛筆アイコンをクリックすると、下図のような画面から予約をすることができます。 

ゲストの招待を行うことも出来ます。 

 

 

予約をすると下図のようにリンクが現れます。このリンクをクリックすると、予約時と同様の操作

で変更、削除が行えます。 
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会議室ボタンの下に表示されるのは、左から順にスラッシュ区切りで、 

現在の入室者数、最大入室者数、音声品質、会議室タイプ、電話/TV会議装置接続の識別番号

です。 

「予約状況」をクリックすると、会議室の予約状況を表示します。 
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10-2 入室 

(1) ログインする会議室のボタンをクリックします。 

(2) ユーザー名、パスワードを入力します。 

会議室にパスワードが設定されている場合はパスワード欄が表示されます。 

通常会議室の場合は、「特権ユーザー権限を付与する」、講演ルームの場合はさらに、「講演者

権限を付与する」が表示されます。 

 

 

特権ユーザーのパスワードが設定されている場合、「特権ユーザー権限を付与する」をチェック

するとさらにパスワード欄が表示されます。 

 

これらのパスワードについては、MeetingPlaza の管理者にお尋ねください。 

(3) [入室]ボタンをクリックします。 

MeetingPlaza の会議室に入室できます。 
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10-3 ゲストの招待 

入室の有効期限と招待するユーザーなどを指定することで、登録されたメールアドレスへそ

のときだけ有効なログイン用 URL を送信することができます。 

通常のシステム常設会議室の URL をお知らせする必要がなく、社外や一時的にご利用

頂くユーザーに対して、会議室へ招待することができます。 

10-3-1 予約機能を持たない会議室 

1. 招待する会議室に表示されている「招待」ボタンをクリックします。 

 

 

2. 招待するゲストは、一度に最大 5 名まで入力できます。 

入室の有効期限、ユーザー名、E-mail アドレスを入力します。 

会議室パスワード、特権パスワードについては、MeetingPlaza の管理者にお尋ねくださ

い。 
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3. 入力後、「OK」をクリックします。登録内容の確認画面が表示します。 

   

 

4. 確認後、「OK」をクリックします。ゲストユーザーにログインできる URL の記載されたメール

が配信されます。



266 

 

MeetingPlaza 会議室へのご招待状をお送りします。 

 

次の URL をクリックしてログインして下さい。 

 

http://xxxxx.xxxxxxx.xxx/adhoctool/islogin_direct.cgi?param=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

入室可能時間: 

  2012 年 11 月 09 日 21 時 06 分 から 

  2012 年 11 月 09 日 22 時 00 分 まで 

 

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

 

Start time         (UTC+9:00) Nov 9, 2012   21:06 PM  (Asia/Tokyo)  

                  The same time in other areas of the world. 

                   (UTC+9:00) Nov 9, 2012   21:06 PM  (Korea/Japan)  

                   (UTC+8:00) Nov 9, 2012   20:06 PM  (China)  

                   (UTC+7:00) Nov 9, 2012   19:06 PM  (Vietnam/Thai)  

                   (UTC+5:30) Nov 9, 2012   17:36 PM  (India)  

                   (UTC+1:00) Nov 9, 2012   13:06 PM  (Europe)  

                   (UTC+0:00) Nov 9, 2012   12:06 PM  (UK/Portugal)  

                   (UTC-5:00) Nov 9, 2012   07:06 AM  (US (EST))  

                   (UTC-6:00) Nov 9, 2012   06:06 AM  (US (CST))  

                   (UTC-7:00) Nov 9, 2012   05:06 AM  (US (MST))  

                   (UTC-8:00) Nov 9, 2012   04:06 AM  (US (PST))  

                   (UTC-10:00) Nov 9, 2012   02:06 AM  (Hawaii)  

 

End time           (UTC+9:00) Nov 9, 2012   22:00 PM  (Asia/Tokyo)  

 

 

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

 

メッセージ: 

会議室の招待メールです。 
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10-3-2 予約機能を持った会議室 

1. 会議が予約されていない場合は、鉛筆のアイコンをクリックします。すでに会議が予約され

ている場合は予約された会議室をクリックします。 

 

 

2. 招待するゲストは、一度に最大 5 名まで入力できます。 

入室の有効期限、ユーザー名、E-mail アドレスを入力します。 

会議室パスワード、特権パスワードについては、MeetingPlaza の管理者にお尋ねくださ

い。 
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3. 入力後、「OK」をクリックします。登録内容の確認画面が表示します。 
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4. 確認後、「OK」をクリックします。ゲストユーザーにログインできる URL の記載されたメール

が配信されます。 

 

MeetingPlaza 会議室へのご招待状をお送りします。 

 

次の URL をクリックしてログインして下さい。 

 

http://xxxxx.xxxxxxx.xxx/adhoctool/islogin_direct.cgi?param=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

入室可能時間: 

  2012 年 11 月 09 日 21 時 06 分 から 

  2012 年 11 月 09 日 22 時 00 分 まで 

 

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

 

Start time         (UTC+9:00) Nov 9, 2012   21:06 PM  (Asia/Tokyo)  

                  The same time in other areas of the world. 

                   (UTC+9:00) Nov 9, 2012   21:06 PM  (Korea/Japan)  

                   (UTC+8:00) Nov 9, 2012   20:06 PM  (China)  

                   (UTC+7:00) Nov 9, 2012   19:06 PM  (Vietnam/Thai)  

                   (UTC+5:30) Nov 9, 2012   17:36 PM  (India)  

                   (UTC+1:00) Nov 9, 2012   13:06 PM  (Europe)  

                   (UTC+0:00) Nov 9, 2012   12:06 PM  (UK/Portugal)  

                   (UTC-5:00) Nov 9, 2012   07:06 AM  (US (EST))  

                   (UTC-6:00) Nov 9, 2012   06:06 AM  (US (CST))  

                   (UTC-7:00) Nov 9, 2012   05:06 AM  (US (MST))  

                   (UTC-8:00) Nov 9, 2012   04:06 AM  (US (PST))  

                   (UTC-10:00) Nov 9, 2012   02:06 AM  (Hawaii)  

 

End time           (UTC+9:00) Nov 9, 2012   22:00 PM  (Asia/Tokyo)  

 

 

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

 

メッセージ: 

会議室の招待メールです。 
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10-4 招待の無効化 

10-4-1 予約機能を持たない会議室 

1. 招待を無効にしたい会議室の「招待」ボタンをクリックします。 

 

 

2. 「招待の無効化」をクリックします。 
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3. 無効化の確認画面が表示されます。「OK」をクリックすると、会議室に過去に招待した全て

を無効にします。 
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10-4-2 予約機能を持った会議室 

1. 招待を無効にしたい会議室名をクリックします。 

 

 

 

2. 「招待の無効化」をクリックします。 
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3. 無効化の確認画面が表示されます。「OK」をクリックすると、会議室に過去に招待した全て

を無効にします。 

   

 

10-5 会議室の内側から鍵をかける 

システム常設会議室は、入室後に会議室をロックして他の利用者の入室を制限することができ

ます。 

会議室入室後、鍵をかける場合は[会議室の鍵（または lock or unlock）]をクリックします。 

 

標準画面 

 

 

ワイド・ディスカッション・セミナー・V5 標準画面・クラシック 

 

 

簡単画面 
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施錠の有無を選択する画面が表示されます。 

鍵をかける時は[lock]をクリックします。 

鍵を開ける時は[unlock]をクリックします。 

 

 

ロック中の部屋にログインしようとすると、次のように表示されます。 
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