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

はじめてWeb会議に参加するとき 
  
 会議室管理者操作マニュアル 

会議室を作成について 
 
 利用者向けリファレンスマニュアル 

詳細な機能や操作方法について 
 
 システム管理者向けリファレンスマニュアル 

会議室や利用者の管理について(オンプレミス用) 
 
 主催者または特権ユーザー・講演者マニュアル 

上記マニュアルの補足、付属資料 
 
 MeetingPlaza for Mac 操作マニュアル 

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

iPad / iPhoneで Web会議に参加するとき 
 

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

 

マニュアルの種類 
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1 はじめに 
このたびは、MeetingPlaza Mobile SI(iPad/iPhone版) (以下MeetingPlaza Mobile 

SI) をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
本書は、スマートデバイスを使用して MeetingPlaza Web 会議にはじめて参加す

る方のために、会議室への入室方法、入室後の操作方法などについて、簡単に説

明したものです。 
本書の内容を良くお読みいただき、MeetingPlaza Mobile SIの利用にお役立てく

ださい。 
 
OS iOS 6.x 、7.x 、8.x 、9.x 、10.0 

空き容量 本体に 30MB以上 

ネットワーク インターネットに接続可能なこと 

音声機器 外付けのイヤフォンマイクまたはヘッドセット推奨 

その他 ブラウザー、メーラーおよびメールアドレス（利用形態による）、 iTunes
（資料共有を行う場合） 

 
* 動作確認端末は製品 webページを参照下さい。 
  URL： http://www.meetingplaza.com/product/requirements/index.html 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPad® は Apple Inc の登録商標です。 

iPhone® は Apple Inc の登録商標です。 

iTunes は Apple Inc の登録商標です。 

BluetoothTM は 米国 Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。 
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2 インストール、入室/退室 

2-1 会議室へのログイン方法の種類 
MeetingPlazaの会議室への入室（ログイン）方法は、3種類あります。 
 

 会議予約型でのログイン 

会議開始前に会議に参加するための URL を含む会議招待メールが参加者に自動配信

され、参加者はこの会議招待メール内の URLをクリックすれば会議参加できます。 

登録ユーザーの場合は、登録ユーザーのポータル画面に表示されている予約一覧から

入室することもできます。 

また、会議室管理者から常設会議室のエントランス URLを通知されている場合には、そ

の画面からも入室することができます。 

 

 常設会議室型でのログイン 

予め設定された会議室（常設会議室）に参加するための URLを含むメールが参加者に

配信されます。参加者は事前会議予約なしに、必要なときにいつでも簡単に会議開始

できます。 

 

 システム常設会議室からログイン 

システム常設会議室には、予約機能を持たない会議室と予約機能を持った会議室の 2

種類があります。 

参加者はエントランス画面より、入室する常設会議室をタップし名前を入力することでい

つでも簡単に会議に参加できます。 

システム常設会議室へ招待された場合の入室も可能です。 
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メールからログインする方法 

会議予約型のメール 常設会議室型のメール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム常設会議室からログインする方法 

予約機能を持たない会議室のログイン 予約機能を持った会議室のログイン 
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2-2 インストール 
App Store からダウンロードとインストールを行います。 
App Storeは、会議招待メール内の URLから表示することができます。 

 

1. 会議メール内の URLをクリックすると、以下の画面が開きます。 

（詳細は、2-3-1 、エラー! 参照元が見つかりません。をご参照ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 「App Storeからインストール」を選択すると、ダウンロード画面が表示されます。 

手順に沿い、インストールを行います。 
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アプリケーションをインストールせずに「会議に参加」をタップすると、以下の画面が表示

されます。 

 
この場合には、アプリケーションのインストールを行ってください。 
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2-3 会議の入室 / 退室 
会議の入室は、MeetingPlaza のメール（予約型、常設会議室型）または常設会議室のエン

トランスより行います。 
ホーム画面から起動した場合は、以下の画面が表示されます。 

 
 

2-3-1 会議予約メールから入室 

1. ホーム画面から「メール」をタップします。 
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2. 予約メールをタップし、メールに記載の URLをタップします。 

    
 
3. 「会議に参加」をタップします。 

 

 
アプリケーションをまだインストールしていない場合は、ブラウザーで 2-2 インストールの画
面が表示されます。 

 
4. MeetingPlaza Mobile SIが起動します。 
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iOS 7 以降では初回インストール後のログイン時にマイクへの接続を求められますので

許可してください。設定は[設定]、[プライバシー]、[マイク]から変更可能です。 
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会議室のログイン人数が契約の人数を超過した場合、チャット操作のみ行える会議室に

自動的に移動します。チャットのみの会議室の移動情報は、会議室管理者のポータル画面

内の現在の会議室状況に表示されます。 

 

2-3-2 常設会議室メールから入室 

常設会議室のログイン方法は、主に以下の 2通りがあります。 
 ログイン用の URLをタップし、ブラウザーで ID とパスワードを入力する方法 
 直接ログイン用の URLをタップしログインする方法 

ログイン用の URLから入室する方法 直接ログイン用の URLから入室する方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ログイン用の URLから入室 
ログイン用の URLをタップすると、ログイン画面が表示されます。 
ID とパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。 
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入室する会議室の[入室をする]をタップします。 

 

 
「会議に参加」をタップします。 
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MeetingPlaza Mobile SIが起動します。 
 

登録ユーザーの場合、ログイン画面にある、[アプリ版でログインする]をクリックすると、

次回からはアプリのアイコンをタップして簡単にログインすることが出来るようになります。 

 

なお、アプリケーションをまだインストールしていない場合は、先にインストールを行ってく

ださい。 

 
■ 直接ログイン用の URLから入室 
直接ログイン用の URLをタップすると、以下の画面が開きます。「会議に参加」をタップします。 
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MeetingPlaza Mobile SIが起動します。 
 

会議室管理者が直接ログイン用の URLを発行する設定を行う必要があります。 

 

会議室のログイン人数が契約の人数を超過した場合、チャット操作のみ行える会議室に

自動的に移動します。チャットのみの会議室の移動情報は、会議室管理者のポータル画面

内の現在の会議室状況に表示されます。 

 

2-3-3 システム常設会議室から入室 

システム常設会議室は、以下の 2種類があります。 
 予約機能を持たない会議室 
 予約機能を持った会議室 

 
予約機能を持たない会議室のログイン 予約機能を持った会議室のログイン 
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ログインする会議室名をタップします。 

 
 
ユーザー名、パスワードを入力します。 
パスワード欄が表示されない場合は、パスワードなしの会議室です。 
特権発話者を使用する会議開催中に、常に自画像（ビデオ）の表示を行う場合には、「特権ユー

ザー権限を付与する」を選択してください。 
特権パスワード欄が表示される場合には、特権パスワードを入力します。 

 
「入室」をタップすると以下の画面が開きます。「会議に参加」をタップします。 
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MeetingPlaza Mobile SIが起動します。 

 

2-3-4 会議から退室 

1. 画面右上の「退室」をタップします。 

 
 
2. ログアウトの確認画面が表示されますので、「OK」をタップします。 
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3. オフライン画面が表示され、アプリケーションを終了します。 
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3 会議でのコミュニケーション 

3-1 画面の説明 
ログイン後、下図のように表示されます。 

 
画面の各種機能は、以下になります。 
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④から⑩までのボタンをまとめて、ツールバーと言います。 

自画像をタップすると、右上に表示される各種機能は以下になります。 

 
 

① 2倍サイズで表示 映像を 2倍サイズで表示します。 

② 最小化 指定した参加者を最小化します。 

③ 非表示にする 指定した参加者を非表示にします。 

④ 挙手 挙手を行います。詳細は 3-6 挙手をご参照ください。 

⑤ 情報 参加者の接続状態や設定を確認することができます。 

① 会議タイトル 会議のタイトルが表示されます。 

② 退室 会議室からログアウトすることができます。詳細は、2-3-4 会議から退
室をご参照ください。 

③ 参加者映像 自分を含む会議参加者の映像が表示されます。参加者が発言したとき

に、画像の下に音量のレベルを表すレベルメーターが表示されます。 

④ チャット タップすると、チャットウィンドウが開きます。会議中に参加者全員に向け

てチャットの送信ができます。 
( iPad と iPhone ではチャットウィンドウの表示が異なります。) 

⑤ ミュート 
（スピーカー） 

タップすると、スピーカーのミュートを切り替えます。 

⑥ ミュート 
（マイク） 

タップすると、マイクのミュートを切り替えます。 
（発話方法が常時発話、音声スイッチの場合のみ利用可能です） 

⑦ ビデオ タップすると、ビデオポーズの開始/解除・カメラ切替・静止画設定の操作
が行えます。 

⑧ 共有資料操作 共有資料のレイアウトの変更・複数共有中の場合の資料確認・資料を閉

じる操作が行えます。（共有中のみ利用可能な機能となります） 

⑨ 各種共有 ファイル共有・写真共有・Web共有を開始することができます。 

⑩ ツールバーの

表示/非表示 
画面下部の設定バーの表示/非表示の操作が行えます。 

⑪ メニュー ネットワーク･ビデオ･音声・参加者情報・その他のメニューが開きます。 
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3-2 チャット 
ツールバーのチャットアイコンをタップし操作します。 
チャットは参加者全員に送信することができます。 

 

 
チャット受信時に、アイコンの色が変化しフキダシでメッセージが表示されます。 
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iPad と iPhoneでは、表示が異なります。 

 

 

3-3 音量調整 
スピーカーの音量調整は、本体のボリュームキーで操作します。 
画面左上の「メニュー」を押し、スピーカーブーストとマイクブーストからも音量調整が行えま

す。 
 

 

3-4 映像 
ツールバーのビデオアイコンをタップします。映像に関する各種操作が行えます。 
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3-4-1 一時停止/ビデオ開始 

カメラ映像を静止画で表示または、静止画をカメラ映像に切り替えを行うことができます。 
一時停止をタップすると、自画像に静止画として表示されます。 

一時停止（静止画で表示） ビデオ開始（カメラ映像で表示） 

  
 
 

3-4-2 カメラの切り替え 

内カメラと外カメラを切り替えることができます。 

内カメラに切替 外カメラに切替 
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3-4-3 静止画 

自画像を「カメラから撮影」「ライブラリから選択」より選択し表示することができます。 

 

 
 カメラから撮影 
カメラを起動し、撮影した写真が自画像として表示されます。 

 ライブラリから選択 
端末に保存されている画像を選択し自画像として表示することができます。 

iOS6以降の場合は、「設定」の「プライバシー」より「写真」を選択しMeetingPlaza Mobile SI

での利用をオンにする必要があります。 
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3-5 各種共有 
iPad、iPhoneで利用可能な共有機能は以下の通りです。 
 

共有の種類 本アプリから共有可能 他端末からの共有受信が可能 

仮想ファイル共有 ○ ○ 

ファイル共有 ○ ○ 

web共有 ○ ○ 

アプリケーション共有

(*)  
× ○ 

(*) アプリケーション共有は、iPad ,iPhone から開始はできませんが、PC 参加者が行なったアプ

リケーション共有の操作を見ることができます。 
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3-5-1 仮想ファイル共有 

仮想ファイル共有(VPI 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。ファイルを仮想プリンターイメージ（VPI）に変換する場合は、
Windowsパソコンから実施してください。 
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。 
 
iPad / iPhoneから VPI共有を行う場合は、事前アップロードをご利用下さい。 
※事前アップロードされたファイルの共有を開始が出来るのは、特権権限のあるユーザーの

みです。 

 
 

ウィンウ内のボタン 選択した場合の動作と機能 

 
[レイアウト変更] 

資料のみに変更 
※画面表示が、資料+ビデオになっている場合に表示 

 
[レイアウト変更] 

資料+ビデオに変更 
※画面表示が、資料のみになっている場合に表示 

 
[回転] 

時計回りに 90度回転 

 
[戻る] 

前のページを表示 

 
[進む] 

次のページを表示 

 
[描画] 

直接描画に切り替え 
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[ページ番号] 

現在のページの表示 
タップでページ一覧を表示し、項番を指定してページ切

り替えを行うことが可能 
 

Windowsから描画を共有する場合には、直接描画(パレットのアイコン）をご利用下さい。 

 

 発表中の画面を表示(共有モード)の場合、レイアウト変更や、ページ遷移、描画が同期します。

(ステータスバー： グレー) 

 個人作業の画面を表示(非共有モード)の場合、他の参加者と表示の同期をしないため、自由

な操作を行うことが出来ます。(ステータスバー： 緑) 

 
発表中の画面 個人作業の画面 

  

 

3-5-2 ファイル共有 

ファイル共有は、Word、PowerPointなどの Office系ファイル、PDF ファイル、txt ファイル、画像フ
ァイルの共有が可能です。 

iPad ,iPhone より共有を開始する方法は、2通りあります。 
 iTunes を使い端末にファイルを転送する方法 
 会議室主催者権限で会議室管理システムにログインし、事前アップロードを行なう方法 
ここでは、iTunesを使い端末にファイルを転送する手順とファイル共有を行う手順を記載します。 
 
1. 端末にファイルを転送する手順 
iPad, iPhoneを PCに接続し、PC側より iTunesを起動します。 
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「App」をクリックします。 

 

 
MPMobile SI を選択し、「選択」をクリックします。 
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追加画面が開きます。 

 
 
iPad, iPhone に転送するファイルを選択し、「開く」をクリックします。 
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MPMobile SI の書類に選択したファイルが表示されます。ここまでの操作でファイルの転送は
終了です。 

 
 
2. ファイル共有手順 
ファイル共有をタップします。 

 

 
ファイルの選択が開きます。 
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ファイルを選択し、「OK」をタップします。 

 

 
ファイル共有画面が表示されます。 
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ファイル共有は、ファイルを配信する機能です。 

ページ遷移などの操作は、他の会議参加者と同期されません。 
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3-5-3 写真共有 

iPad ,iPhone に搭載のカメラを使い撮影した写真や端末に保存されている画像の共有が可能で
す。編集（画面への書き込み）を行なうことができます。 

 
写真共有をタップします。 

 

 
写真の選択を「カメラから撮影」または「ライブラリから選択」より行います。 

 
 
プレビューに表示された画像は、ピンチイン/アウトで拡大縮小ができます。 
カメラで撮影後、写真の右下の「使用」をタップします。 
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画面への書き込み 写真プレビュー画面上の書き込みが、赤いマーカーで表示されます。 

 

拡大/縮小 マルチタッチ（2 本指）で広げたり（ピンチアウト）、縮めたり（ピンチイン）
することで、写真を拡大・縮小することができます。 

 

 
「OK」をタップすると、共有画面に表示されます。 
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3-5-4 Web共有 

Webページの共有を行います。 
 
Web共有をタップします。 
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URLを入力します。 

 
 
Webページが共有画面に表示されます。 

 

 
 

Web共有は、ページ遷移が同期します。 

PC 参加者による直接描画が表示されます。 
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3-5-5 アプリケーション共有 

パソコンからの参加者がアプリケーション共有を実施すると、共有した画面が対向画面表示部に

表示されます。 

 
 

 

MeetingPlaza Mobile SIで参加しているユーザーは、PC参加者のアプリケーション共有

を見ることはできますが、MeetingPlaza Mobile SIからアプリケーション共有を開始すること

はできません。 

 
アプリケーション共有中の行える操作は、以下になります。 
 

ピンチイン/アウト マルチタッチ（2 本指）で広げたり（ピンチアウト）、縮めたり（ピンチイン）す
ることで、アプリケーション共有画面を拡大・縮小することができます。 

 

スクロール操作 アプリケーション共有画面の縦横スクロールを行います。 

 



35 

3-5-6 共有資料操作 

各種共有中に、ツールバーの共有資料操作が有効になります。 

 

 
タップすると、共有資料のレイアウトの変更・共有中の資料の確認・資料を閉じる 操作を行うこ

とができます。 
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3-6 挙手 
自画像をタップし、挙手のアイコンをクリックすると、映像の左上に挙手のアイコンが表示さ

れます。 

 
 
挙手を終了する場合は、自画像を再度タップし、挙手のアイコンをクリックします。 

挙手のアイコンは、自画像のみ表示されます。他の参加者の画像をタップしたときは表

示されません。 

 

MeetingPlaza Mobile SI で参加している場合は特権ユーザーであっても、[挙手]中の全

ユーザーの手を下ろす操作を行うことはできません。 
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3-7 メニュー 
画面左上の歯車のアイコンをタップすると、メニューが表示されます。 

 

 
詳細は、4 メニューの詳細をご参照ください。 

iPad と iPhoneでは、表示が異なります。 
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3-8 バックグラウンドでの動作 
会議中にホームボタンを押すと、退出せずにバッググラウンドで動作し続けます。 
MeetingPlaza Mobile SIがバックグラウンドで動作している場合、ステータスバーが赤く表示

されます。 
このとき、カメラは停止していますが音声の通信はできます。 

 

 
MeetingPlaza Mobile SIの画面に戻るには、ホーム画面上の「MPMobileSI」またはステータ

スバーをタップしアプリケーションの終了の操作を行ってください。 
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4 メニューの詳細 
メニューをタップしたときに行える操作を記載します。 

 
 

4-1 ネットワーク 
ネットワークに表示された項目の操作を記載します。 
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4-1-1 ネットワーク速度 

ネットワーク速度をタップし、ネットワーク速度の詳細画面が開きます。 

 
 送信速度・受信速度 
ネットワーク速度を手動で入力することができます。 

 
 速度測定の設定 
接続時の自動測定を「オン」にすると、接続時に速度測定を自動で行います。測定中の表示

は画面下部に緑色で表示されます。 
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 設定速度 
タップすることで、接続中にネットワークの速度測定を行います。 

 

速度測定は、接続中の場合のみ実施できます。 

 

4-1-2 接続方法 

接続方法を表示します。 

 
接続方法は「端末のWi-Fiの設定に従う」「直接接続」「TCP トンネリング」「HTTP プロキシ経由」
の 4種類より選択することができます。 
 
「端末のWi-Fiの設定に従う」は、Wi-Fiに設定されているプロキシを利用し接続する方法です。 
「直接接続」は主に UDP と TCPで接続する方法です。 
「TCP トンネリング」は、HTTPを利用して接続する方法です。 

「HTTPプロキシ経由」はプロキシサーバーを経由して TCPで接続する方法です。 
 
接続方法の変更は、会議参加中には行なえません。 
MeetingPlaza Mobile SI を単体で起動し変更を行います。 
 



42 

「端末の Wi-Fi の設定に従う」は、プロキシ認証には非対応です（認証情報を入力して

も、反映されません）。 
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4-2 映像 
映像に表示された項目の操作を記載します。 

 
 

4-2-1 ビデオ品質 

送受信する映像サイズとフレームレートを設定します。 
高く設定すると、サイズ、フレームレートともに高い状態になります。 
映像に遅延が起こる場合や音声品質が安定しない場合は、低く設定してください。 
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 ビデオ品質の変更 
スライダーを左右に動かすことでビデオ品質を変更できます。 

 
 ノイズフィルター使用 
「オン」にすると、映像ノイズフィルターを使用します。 

 

ノイズフィルターを使用すると、帯域削減効果はありますが、CPU負荷が上がります。 
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4-3 音声 
音声に表示された項目の操作を記載します。 

 
 

4-3-1 スピーカーブースト 

スピーカーの音量を調整します。 
本体ボリュームの調整では、音量が大きすぎるまたは小さすぎる場合に操作します。 

 



46 

4-3-2 マイクブースト 

マイクの音量を調整します。 

 
 

4-3-3 エコーキャンセラー 

スピーカーから再生された相手の音声が、マイクで録音されて相手に返ってしまう現象(エコー)
を防ぎます。 
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4-3-4 ノイズキャンセラー 

自分の音声や相手の音声のノイズを消去します。 

 

 

4-3-5 発話方法 

発話方法を選択できます。 
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発話方法 説明 
プッシュ・トゥ・トーク 

(ボタンを押している間、マイクを ON) 
選択するとマイクボタンが表示されます。 
マイクボタンを押しながら発話します。 
ボタンの を押しながらドラッグすることで、

配置を移動することもできます。 
音声トグル 

(ボタンを押してマイクの ON/OFFを切

り替え) 

マイクボタンを押して発話開始、もう一度押して発話終了します。 

 

マイク OFF   マイク ON 

常時発話 常に発話状態になります。マイクを「ミュート」にすると、音声を停

止します。 

 
マイクミュート 

音声スイッチ 

（発話時のみ送信） 
マイクの音が自動的に検出され、発話状態になります。 

 

4-3-6 Bluetooth接続 

BluetoothTMのヘッドセットを利用するときに選択します。 
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全ての BluetoothTMヘッドセットと端末の組み合わせでの動作を保証するものではござい

ません。 

4-3-7 音声テスト 

テスト音声再生の確認と、音声のループバックテストを行なうことができます。 
共にログイン時のみ利用可能な機能となります。 

 

 
 テスト音声再生 
テスト音声を再生します。適切に聞こえるように調整してください。 
 

テスト音声再生の音量には、スピーカーブーストは反映されません。 

 
 ループパックテスト 
「オン」にすると、音声通信のテストを開始します。マイクから音声を入力し自分のスピーカー

から聞こえることを確認してください。 
 

ループバックテスト中は、他の会議参加者との音声通信はできません。テスト終了後、ル

ープバックテストを「オフ」にしてください。 
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4-4 ポータル 

4-4-1 お気に入り 

モバイル端末のWebブラウザーで登録ユーザーログイン画面にアクセスし、[アプリ版でログイン
する]を選択した場合に、「お気に入り」に登録されます。 

 
「お気に入り」に登録すると、次回以降モバイルアプリから直接ログインし、会議に参加すること

が可能になります。 
 

* 会議入室中の「お気に入り」の操作は出来ませんので、名前変更、削除を行いたい場

合は、ログアウトをしてから実施してください。 

* 現在、お気に入りに登録出来るのは、「登録ユーザーポータル画面」のみです。 
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4-5 参加者情報 
会議室入室中の参加者情報を表示します。 

 
 

 

 
参加者名とユーザーIDが表示される他に、参加者の表示サイズ変更を行なえます。 
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① 通常サイズで表示 映像を通常サイズで表示します。 
② 2倍サイズで表示 映像を 2倍サイズで表示します。 
③ 最小化 指定した参加者を最小化します。元に戻すとき

は、①通常サイズまたは②2 倍サイズをタップし
ます。 

④ 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、①通常サイズまたは②2 倍サイズをタップ
します。 

 
映像の変更は、参加者映像から行なうこともできます。 
変更したいユーザーの映像上を一度タップすると右上にメニューが表示されます。 

 
 

参加者映像に表示されている  をタップすることで参加者の接続状態や設定を確認するこ
とができます。 
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4-6 情報 
情報では、アプリケーション情報の確認や、トラブル時のログを弊社サポートに送信するこ

とができます。 
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5 アンインストール 
アンインストールを行なう場合は、以下の手順で操作をします。 
 
1. iPad /iPhone のホーム画面でアプリアイコンを長押しします。アイコンの左上
に[×]が表示されます。 

 
 
2. アイコンの左上の[×]をタップします。MPMobile SI削除の確認画面の「削除」
をタップします。 
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6 困ったときは？ 
MeetingPlaza の開発は全て NTT アイティが行っており、迅速な問題解決が可能

です。 
ホームページからのお問い合わせは、「お客様サポート」-「お客様サポート窓口

について」のメニューの中の、「フォームによるお問い合わせ」をご利用ください。 

 
 
サポート窓口に、電子メールまたは電話でご連絡いただくことも可能です。 
 電子メール support@meetingplaza.com 
 電話 0120-753-677 （平日 9:00～18:00） 
 

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