
サービス利用者ユーザ画面操作マニュアル  
(1.04版) 



-  - 

サービスの利用方法  
 

1. はじめに 
1-1 動作確認環境 
1-2 ログイン 
1-3 トップ画面について 
 

2. コース選択の流れ 
2-1 コース構造について 
2-2 コースについて 
2-3 コース詳細画面について 
2-4 ボックスについて 
2-5 ボックス詳細画面について 
2-6 コンテンツについて 
2-7 コンテンツ検索について 
 

3. コンテンツ利用の方法  
3-1 ドリル/テスト/レポート 
    の実施 
3-2 レポート添削結果の確認 
3-3 ビデオの視聴 
3-4 ドキュメントの閲覧 
3-5 リンクの閲覧 
 

4. ライブの利用 Windows編 
4-1 アプリのインストール 
4-2 ライブへの入室 
4-3 入室後画面について 
4-4 【双方向のみ】カメラ/マイク 
    の確認 
4-5 【双方向のみ】資料の共有 
4-6 スピーカーの確認 
4-7 チャットの利用 
4-8 接続方法の変更 
4-9 ライブ録画 
 

5. ライブの利用 Mac編 
5-1 アプリのインストール 
5-2 ライブへの入室 
5-3 入室後画面について 
5-4 【双方向のみ】カメラ/マイク 
    の確認 
5-5 【双方向のみ】資料の共有 
5-6 スピーカーの確認 
5-7 チャットの利用 
5-8 接続方法の変更 

目次 

1 

  
 

 
…4 
…5 
…6 

 

 
…7 
…8 
…9 

…10 
…11 
…12 
…13 

 

  
 

…14 
…17 
…18 
…22 

･･･23 

 
 

…24 
…25 
…26 

 
…29 
…30 
…31 
…32 
…33 
…34 

 
 
 

…35 
…36 
…37 

 
…38 
…39 
…40 
…41 
…42 

6. ライブの利用 iPad/iPhone編 
6-1 アプリのインストール 
6-2 ライブへの入室 
6-3 入室後画面について 
6-4 【双方向のみ】カメラ/マイク 
    の確認 
6-5 スピーカーの確認 
6-6 チャットの利用 
6-7 接続方法の変更 
 

7. ライブの利用 Android編 
7-1 アプリのインストール 
7-2 ライブへの入室 
7-3 入室後画面について 
7-4 【双方向のみ】カメラ/マイク 
    の確認 
7-5 スピーカーの確認 
7-6 チャットの利用 
7-7 接続方法の変更 
 

8. メッセージの利用 
8-1 メッセージの利用 
 

9. 学習履歴の確認 
9-1 学習履歴の表示 
9-2 進捗状況の表示 
 

10. 詳細設定の変更/確認 
10-1 個人設定の変更 
10-2 お知らせの確認 
10-3 プライバシーポリシーの確認 

 
…43 
…44 
…45 

 
…46 
…47 
…48 
…49 

 

 
…50 
…51 
…52 

 
…53 
…54 
…55 
…56 

 

 
…57 

 

 
…58 
…59 

 

 
…60 
…61 
…62 



-  - 

改版履歴 

版数 改版日 改版者 項番 変更内容 

1.0版 2017/12/8 橋本 P.1-28 ・初版作成 

1.01版 2018/1/31 橋本 全般 ・画像修正 

1.02版 2018/4/1 橋本 
P.23-54 

P.55/9/11/13 
・ライブ詳細説明追加 
・追加機能の説明追加 

1.03版 2018/5/17 橋本 P.4 ・動作確認端末情報を更新 

1.04版 2018/6/15 橋本 P.20-21 ・ビデオが再生できない場合の手順を追加 
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サービスの利用方法 
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※記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。 
•「Internet Explorer」、「Windows」は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の 
 国における登録商標または商標です。 
•「Mac OS」、「Safari」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 
• 「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基 
 づき使用されています。 
•「Android」、「Google Chrome」は、Google Inc. の登録商標または商標です。 

1. はじめに 

本サービスをご利用いただく際は、以下動作確認環境にてアクセスください。 

1-1 動作確認環境 

動作確認環境 

OS ブラウザ 

Windows7 SP1 /8.1/10 
・Internet Explorer ver.11.0.56  
・Google Chrome ver. 66.0.3359.139 

Mac OS 10.11 
・Google Chrome ver. 66.0.3359.139 
・Safari ver. 11.1 

OS ブラウザ 

Android 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.1/8.0/8.1 ・Google Chrome ver. 66.0.3359.139 

iOS 9/10/11 ・Safari ver. 11.1  

パソコン 

スマートフォン/タブレット 
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ログインに失敗した場合、2通りの場合が想定されます。 

※1 ログイン画面のURLは各事業者ごとに異なります。 
    ログイン画面のURLが不明な場合は、管理者にお問い合せください。 

1. はじめに 

専用のログイン画面URLにアクセスします。※1 
 
赤枠部分に、ログインIDとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。 

1-2 ログイン 

ログイン画面 

① ログインIDもしくはパスワードに誤りがある場合 
 
⇒管理者にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 

② アカウントロックがかかっている場合 
 
⇒10回以上連続でログインを失敗すると、 
 指定したアカウントはロックされます。 
 30分お待ちいただくか、管理者にお問い合わせください。 

5 



-  - 

① [MENU]をクリックすると、各種リンクが表示されているメニュー画面が表示されます。 

② メッセージアイコンをクリックすると、メッセージ一覧画面に遷移します。 

③ [お知らせ一覧]をクリックすると、お知らせ一覧画面に遷移します。 

④ 管理者からのお知らせが表示されます。 

⑤ 参加可能なライブの一覧が表示されます。ライブ開始時刻に入室ボタンが有効化されます。 

[動作確認]をクリックすると事前に動作確認ができます。 

⑥ 実施可能なコースが表示されます。 

ログイン後、以下トップ画面が表示されます。 

1. はじめに 

1-3 トップ画面について 

トップ画面 

① 

④ 

③ 

⑥ 

⑤ 
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② 

TOP画面 
サンプル 

sample サンプル サンプル 
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2. コース選択の流れ 

2-1 コース構造について 

ボックスBB 

コース ボックスA 

ボックスB 

ボックスBC 

コンテンツ1 

コンテンツ4 

コンテンツ2 

コンテンツ3 

コース構造とは、コース>ボックス>コンテンツ構造を指します。 
ボックス内には従属ボックスやコンテンツが登録されています。 

コンテンツ5 

コース構造イメージ 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

コース 

ボックスB 

コンテンツ5 

ボックスBB 

以下、画面上でのコース構造例になります。 

7 

TOP画面 
サンプル 

sample sample sample 
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2. コース選択の流れ 

2-2 コースについて 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

項番 項目名称 項目内容 

① NEWマーク 
前回ログイン時以降、新たにコース内に登録されたコンテンツ数が

表示されます。 

② コース名 コース名が表示されます。 

③ コース説明(概要) 
コース説明の概要が表示されます。 

コース説明が長い場合は、項番⑤で確認することが可能です。 

④ コース達成率 達成可能なコンテンツ数と、達成済コンテンツ数が表示されます。 

⑤ コース説明 コース説明がポップアップ表示されます。 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

TOP画面の点線赤枠部分に実施可能なコースが一覧表示されます。 
以下、コースの表示内容になります。 
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TOP画面 
サンプル 
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① 

④ 

③ 

⑦ 

⑥ 

② 

⑤ 

2. コース選択の流れ 

2-3 コース詳細画面について 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

コース画像もしくはコース名をクリックすると、コース詳細画面に遷移します。 

① パンくずリストが表示されます。 

② コース説明が表示されます。 

③ [>続きを読む]をクリックするとコース説明の続きを確認できます。 

④ コース内ボックスが一覧表示されます。 

⑤ ボックスに開始条件が付与されている場合、開始条件を満たしていないボックスがグ 

レーアウトされ、実施できません。[説明]をクリックすると実施する条件が確認できます。 

⑥ ボックスが3つ以上の場合、左右にボックス切り替えボタンが表示されますので、 

こちらで切り替えを行うこともできます。 

⑦ ボックスが3つ以上の場合、[●]をクリックすると次のボックスが表示されます。 
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TOP画面 
サンプル 

sample sample sample 



-  - 

項番 項目名称 項目内容 

① NEWマーク 
ボックス内の新規に登録されたコンテンツ数が表示されます。 

NEWマークに計上される数字は、 
最終ログイン日時から更新されたコンテンツ数です。 

② ボックス名 ボックス名が表示されます。 

③ 
ボックス説明 

(概要) 
ボックス説明の概要が表示されます。 

④ ボックス説明 ボックス説明がポップアップ表示されます。 

2. コース選択の流れ 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

コース詳細画面の点線赤枠部分にコース内ボックスが一覧表示されます。 
以下、ボックスの表示内容になります。 

① 

② 

③ 

④ 

2-4 ボックスについて 
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2. コース選択の流れ 

2-5 ボックス詳細画面について 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

ボックス画像もしくはボックス名をクリックすると、ボックス詳細画面に遷移します。 

① ボックス説明が表示されます。 

② [>続きを読む]をクリックするとボックス説明の続きを確認できます。 

③ ボックス内に更にボックスが存在する場合、ボックス内ボックスが一覧表示されます。 

④ ボックス内コンテンツが一覧表示されます。 

⑤ コンテンツに開始条件が付与されている場合、 

開始条件を満たしていないコンテンツがグレーアウトされ、実行できません。 

[説明]をクリックすると実施する条件が確認できます。 

① 

② 

③ 

④ 

11 

TOP画面 
サンプル 

sample sample sample 

⑤ 
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2. コース選択の流れ 

2-6 コンテンツについて 

TOP画面 コース詳細画面 ボックス詳細画面 

ボックス詳細画面の点線赤枠部分にボックス内コンテンツが一覧表示されます。 
以下、コンテンツの表示内容になります。 

② 

③ 

⑤ ⑥ 

① 

④ 

12 

実施ステータス遷移:        ⇒       ⇒ 

[レポート結果]をクリックすると、 
レポート添削結果が表示されます。 

クリックすると、 
以下ポップアップ表示されます。 

項番 項目名称 項目内容 

① NEWマーク 
新しく登録されたコンテンツに表示されます。 

最終ログイン日時から更新されたコンテンツです。 

② コンテンツ名 コンテンツ名が表示されます。 

③ コンテンツ説明 コース説明の概要が表示されます。 

④ 採点ステータス 
レポートのみ採点ステータスが表示されます。 

採点前は、「採点中」と表示されます。 

⑤ ステータス 
コンテンツの実施ステータスが表示されます。 

⑥ コンテンツ説明 
コンテンツ説明およびコンテンツステータスの説明が 

ポップアップ表示されます。 

TOP画面 
サンプル 

sample sample sample 
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2. コース選択の流れ 

2-7 コンテンツ検索について 

TOP画面右上に表示されている[コンテンツ検索]をクリックすると 
以下、コンテンツ検索画面が表示されます。 
TOP画面に表示しているコース全てを対象にコンテンツ検索を実施します。 
 
また、ボックス詳細画面で[コンテンツ検索]をクリックすると、表示しているボックス内の 
コンテンツおよび配下のボックス内のコンテンツを対象に検索を実施します。 

① ステータス/コンテンツ名/キーワード検索/並び順から検索できます。 

※キーワード検索は、コンテンツ紐付け時に自由記述領域1が設定されている場合のみ、 

 ご利用いただけます。 

② [絞込]をクリックすると、全コースから一致するコンテンツを検索できます。 

③ [リセット]をクリックすると、検索項目がリセットされます。 

② ③ 

① 

コンテンツ検索画面 

13 

コンテンツ検索画面 TOP画面 
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3. コンテンツの利用方法 

3-1 ドリル/テスト/レポートの実施 1/3 

ドリル/テスト/レポートスタート画面 

ボックス詳細画面 

1. 画像もしくはコンテンツ名をクリックします。 

2. ドリル/テスト/レポートの実施画面が表示されます。 

14 

3. スタートボタンをクリックすると実施できます。 

ドリル/テスト/レポート実施画面 
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3. コンテンツの利用方法 

3-1 ドリル/テスト/レポートの実施 2/3 
以下、ドリル/テストの実施画面の操作説明になります。 

項番 項目名称 項目内容 

① 中断ボタン 
クリックすると、「中断してもいいですか？」とポップアップ

表示されます。はい/いいえを選択します。 

② 問題数 問題数と現在の問題番号が表示されます。 

③ 制限時間 
問題の制限時間が分数表示もしくはバー表示されます。 
※カウントダウンとカウントアップの2種類があります。 

④ メモボタン 
クリックすると、ペン/消しゴム/ゴミ箱マークが表示され、 

直接画面に書きこみができます。 

⑤ 問題文部分 問題文が表示されます。 

⑥ パスボタン クリックすると、問題を飛ばすことができます。 

⑦ チェックボタン クリックすると、解答を確認することができます。 

⑥ 

④ ① 

⑤ 

② ③ 

⑦ 

15 

※ドリル/テストの操作詳細については、別紙をご参照ください。 

※ドリル/テストは、最後まで回答・成績画面の[終了]をクリックすることで、 
 学習履歴に反映されます。 

※ドリル/テストの実施ステータスは下記のとおりに遷移します。 
 
  完了条件ありの場合:未実施⇒実施中⇒完了     
  完了条件なしの場合:未実施⇒実施済み 
  (実施中とは、実施したが、完了条件を満たしていない場合になります。) 
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3. コンテンツの利用方法 

3-1 ドリル/テスト/レポートの実施 3/3 
以下、レポートの実施画面の操作説明になります。 

④ 

① 

⑤ 

② ③ 

16 

※レポートの学習履歴は、[提出]をクリックした時点を指します。 

項番 項目名称 項目内容 

① 中断ボタン 
クリックすると、「中断してもいいですか？」とポップアップ

表示されます。はい/いいえを選択します。 

② 問題数 問題数と現在の問題番号が表示されます。 

③ メモボタン 
クリックすると、ペン/消しゴム/ゴミ箱マークが表示され、 

直接画面に書きこみができます。 

④ 問題文部分 問題文が出題されます。 

⑤ 提出ボタン クリックすると、レポートの提出ができます。 

※レポートの実施ステータスは完了条件のありなしに関わらず、 
 未実施⇒完了と遷移します。 
 (「完了」ステータスの後に、管理者によって採点されます。) 
 
※レポートは、最後まで回答を終了し、提出することで学習履歴に反映されます。 
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3. コンテンツの利用方法 

3-2 レポート添削結果の確認  
以下、レポート添削結果画面の操作説明になります。 

④ 

① 

⑤ 

③ 

17 

項番 項目名称 項目内容 

① 実施履歴の切り替え 
クリックすると、他の採点済みレポートのレポート添削結果を

確認できます。 

② 点数 点数が表示されます。 

③ 提出回数 提出回数が表示されます。 

④ 総評 採点者からのコメントが表示されます。 

⑤ 再度はじめるボタン クリックすると、採点済みレポートを再度解答できます。 

② 
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3. コンテンツの利用方法 

3-3 ビデオの視聴 1/4 

ビデオ視聴画面 

ボックス詳細画面 

1. 画像もしくはコンテンツ名をクリックします。 

2. ビデオ視聴画面が表示されます。再生ボタンをクリックすると視聴できます。 

18 

3. [履歴を残して視聴を終わる]をクリックすると、終了します。 
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3. コンテンツの利用方法 

3-3 ビデオの視聴 2/4 

以下、ビデオ視聴画面の操作説明になります。 

③ ④ 

項番 項目名称 項目内容 

① 再生(停止)ボタン クリックすると、ビデオの再生・停止を行うことができます。 

② シークバー 再生位置を指定することが可能です。 

③ 
再生速度変更ボタン

※1 
クリックすることで変更可能な再生速度をリストで表示します。 

④ 音量調整ボタン 音量の調整ができます。 

⑤ 最大化(最小化)ボタン プレイヤーの表示を最大化・最小化することができます。 

① ⑤ ② 

※1 倍速対応については、別途申し込みが必要となります。 

※ビデオの実施ステータスは90％以上視聴すると下記のとおりに遷移します。 
 
  完了条件ありの場合:未実施⇒完了     
  完了条件なしの場合:未実施⇒実施済み 
 
※必ず[履歴を残して視聴を終わる]をクリックして終了してください。 
 ブラウザを閉じて終了する場合等は、学習履歴に反映されない可能性があります。 

19 
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3. コンテンツの利用方法 

3-3 ビデオの視聴 3/4  

以下、項目を確認してください。 
 
①Flash Playerがインストールされていること 
 
 →Flash Playerがインストールされていない場合、ビデオの再生ができません。 
  インストール手順をご確認ください。 
 
②ActiveXフィルターが無効になっていること(IEのみ) 
 
 →ActiveXフィルターが有効になっていると、Flash Playerがブロックされる可能性があります。 
  無効化手順をご確認ください。 
 
③Flash Playerが有効化されていること(Chromeのみ) 
 
 →Flashが無効化されている場合、以下エラーが表示されます。 
  ［Error loading player:No Playable source found.］ 
  有効化手順をご確認ください。 
  ※過去にビデオが再生できていた場合でも、Flashプラグインの取り扱いポリシーが 
   各ブラウザで変更されたため、Flashが無効化され、再生できない可能性があります。 
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■Flash Playerのインストール手順 
 
【Windows 版(Internet Explorer 9/10/11)】 
1. 以下URLにアクセスします。 

http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 
2. [今すぐインストール]をクリックします。 
3. 画面が切り替わり、ブラウザ下部にメッセージが表示されます。 

[実行]をクリックします。 
4. ユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されたら、 

「はい」（WIndows 7）／「続行」（Windows Vista）をクリックします。 
5. [終了]をクリックします。 
6. ブラウザーが起動し、「Adobe Flash Player をインストールしていただき、 

どうもありがとうございました」と表示されます。 
 

【Mac OS 版(Safari)】 
1. 以下URLにアクセスします。 

http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 
2. [今すぐインストール]をクリックします。 
3. 画面右上のダウンロードアイコンをクリックし、 

ダウンロードした dmg ファイルをダブルクリックします。 
 

※Google Chrome には、Flash Player がブラウザーの一部として組み込まれており、 
 アップデートは自動的に適用されます。 

パソコンでビデオの再生ができない場合 ① 

http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
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3. コンテンツの利用方法 

3-3 ビデオの視聴 4/4  
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■Flash Playerの有効化手順 
 
1. URL入力エリアの   アイコンをクリックしてダイアログを表示します。 
2. 項目「Flash」を[許可]にします。 
3. 表示されたダイアログ上の［再読み込み］ボタンをクリックし、 

ページを再読み込みします。 
 

■ActiveXフィルターの無効化手順 
 
1. IEブラウザのアドレスバー右側に表示された水色のマーク（丸に斜線）を 

クリックします。 
2. 「このサイトの一部のコンテンツがフィルターされています」ポップアップが 

表示されるので、右下のプルダウンボタン▼をクリックします。 
3.  [ActiveX フィルターを無効にする] を選択します。 

パソコンでビデオの再生ができない場合 ② 

その他の一般的解消方法は以下になります。 
 
・パソコンを再起動する 
・インターネット一時ファイルの削除を実施する(キャッシュのクリア) 
・最新版のFlashPlayerをダウンロードする 
・インターネットオプション設定のセキュリティレベルを下げる 
 
上記対応などを実施してもビデオの再生ができない場合、管理者にお問い合わせください。 
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3. コンテンツの利用方法 

3-4 ドキュメントの閲覧 

ドキュメント閲覧画面 

ボックス詳細画面 

1. 画像もしくはコンテンツ名をクリックします。 

2. ドキュメント(PDF)が別ウィンドウで表示されます。 

22 

※ドキュメントは、ドキュメント閲覧画面を開くことで学習履歴に反映されます。 
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3. コンテンツの利用方法 

3-5 リンクの閲覧 

ドキュメント閲覧画面 

ボックス詳細画面 

1. 画像もしくはコンテンツ名をクリックします。 

2. リンクページが別ウィンドウで表示されます。 
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※リンクは、リンク先画面を開くことで、学習履歴に反映されます。 



-  - 

4. ライブの利用方法 

4-1 アプリのインストール 

ライブメニュー画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブメニュー画面が表示されます。 

2. [アプリインストール]をクリックするとインストール画面が表示されます。 
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TOP画面 
サンプル 

sample 

初めてライブを利用する場合のみ以下アプリインストール手順を確認ください。 

3. [次へ]をクリックし進め、インストールボタンが表示される画面まで遷移します。 
[インストール]をクリックします。 
 

Windows編 

4. インストールが完了すると完了画面に遷移します。[完了]をクリックします。 

    ※上記手順以外のインストールは実施しないでください。 
    ※ブラウザによっては、以下インストールを進めるためのボタンが表示されます。 
 
  
 
・表示内容は、お使いのWebブラウザーのバージョン、Meeting Plazaのバージョンに 
 よって異なる場合がありますが、プログラムのインストール手順は同様です。 
・セキュリティに関わる設定変更のため、システム管理者様等に事前にご確認頂くなど、 
 変更に際しては十分ご注意ください。 
 この表示がされずに真っ白な表示になってしまう場合、Webブラウザーのセキュリティ 
 設定の「アクティブ スクリプト」が無効化されているために、Meeting Plazaのプログラムが 
 インストールできない可能性があります。その場合は、「アクティブ スクリプト」を有効にし  
 てからWebブラウザーを終了し、再度URLにアクセスしてください。  
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4. ライブの利用方法 

4-2 ライブへの入室 

ライブ画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブ画面が表示されます。 

2. [入室]をクリックするとMeeting Plazaアプリが起動し、ライブ画面が表示されます。 
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ライブ画面 

TOP画面 
サンプル 

sample 

※ライブ画面はライブ種別（片方向もしくは双方向）によって異なります。 
 片方向の場合、講師ユーザがログインするまでユーザアイコンが表示されていない 
 グレーの画面になります。 

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-3 入室後画面について 1/3 
以下、ライブ入室後画面の操作説明になります。 
※この画面はデフォルトで選択されている「標準画面」のレイアウトになります 
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③ 

① ② 

① 設定ボタンになります。 
クリックすると、「ビデオ品質バー」を使用せずに行う細かな品質調整や画面表示設定を 
実施することができます。 
 

② ビデオ品質バーになります。＋－ボタンをクリックするとビデオ品質の調整ができます。 
 

③ 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 

：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、ライブの音声品質、 
 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、 
 確認することができます。 

：IE各種表示設定、問い合わせ等ができます。 
 【双方向のみ】画面デザインの変更もできます。 

：各種設定画面を表示できます。 

：管理者によって許可されている場合のみ、ライブの録画ができます。 

：Meeting Plazaの操作マニュアルダウンロード画面を表示できます。 

：ライブから退出します。 

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-3 入室後画面について 2/3 
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④ 

⑤ 

④ 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 

：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。 

：マウスが画像上にあるときに表示されます。指定した参加者を最小化にします。 

：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。 

：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。 

⑤ 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 
※一部ボタンについては、双方向のみ活性化されます。 

：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、カメラ映像の送信を再開します。  

： （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。  

：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。  

：クリックすると、映像の左上に挙手のアイコンが表示されます。  

：そのユーザの接続状態を表示します。  

：そのユーザの音声設定、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。  

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-3 入室後画面について 3/3 
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⑥ 

⑥ 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 

：【双方向のみ】資料共有ができます。 
 クリックすると、デスクトップ共有もしくはアプリケーション共有を選択できます。 

：発話方法を設定できます。デフォルトは「[Ctrl]を押している間マイクON」です。 
 クリックすると、以下画面が表示されますので、各PCで設定します。 
 ※マイクの設定については、双方向のみ活性化されます。 

：参加者全員に対してチャットでコミュニケーションをすることができます。 

：参加者の確認ができます。 

：音声やチャット画面を表示させることができます。 

Windows編 
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マイクの確認（発話方法を変えたい場合） 
 

1. 画面右上の   ボタンをクリックすると 
各種設定画面が表示されます。 
 

2. [音声]タブをクリックします。 
 

3. 必要に応じ発話方法を選択します。 
デフォルトは「[Ctrl]を押している間マイク 
ON」です。 
 

4. 設定した発話方法で発話し、 
発話に反応してメーターが黄緑色まで 
振れるか確認します。 
黄緑色まで振れない場合、 
マイクのスライダーで音量を調整します。 
 

5. 調整後、[適用]をクリックします。 

4. ライブの利用方法 

4-4 【双方向のみ】マイク/カメラの確認 
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カメラの確認（自画像が写らない場合） 
 

1. 画面右上の   ボタンをクリックすると 
各種設定画面が表示されます。 
 

2. [ビデオ]タブをクリックします。 
 

3. ビデオデバイスを選択し、[適用]を 
クリックします。 
 

4. 変更中のポップアップが表示され、 
変更が完了すると自動で消えます。 
ライブ画面に戻り、 
自画像がでていることを確認してください。 
 

各種設定（音声）画面 

各種設定（ビデオ）画面 

ライブ画面 

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-5 【双方向のみ】資料の共有 

30 

 
 
1.      ボタンをクリックします。 

 
2. [アプリケーション共有]をクリックすると 

アプリケーション共有画面が表示されます。 
 

3. 共有するアプリケーションプログラムを 
選択し、[共有を開始]をクリックします。 

アプリケーション共有とは、 
実行中のアプリケーションの1つを選択し、 
ユーザに共有することを指します。 
 
アプリケーションの共有 

共有画面 

アプリケーション共有画面 

※画面共有するアプリケーションは、共有 
 操作前に実行しておく必要があります。 

1.      ボタンをクリックします。 
 

2. [デスクトップ共有]をクリックすると、 
デスクトップ共有画面が表示されます。 
 

3. 「全画面を共有」もしくは 
「範囲を指定して共有」を選択し、 
[共有を開始]をクリックします。 

デスクトップ共有とは、 
デスクトップ全体または指定した範囲を 
ユーザに共有することを指します。 
 
デスクトップの共有 

共有画面 

デスクトップ共有画面 

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-6 スピーカーの確認 
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スピーカーの確認（音声が聞こえない場合） 
 

1. 画面右上の   ボタンをクリックすると 
各種設定画面が表示されます。 
 

2. [音声]タブをクリックします。 
 

3. [テスト音声再生]をクリックし、 
音が聴こえるか確認します。 

 
 
 
 

各種設定（音声）画面 

Windows編 

※発話や音声が正しく動作しない場合、以下をご確認ください。 
・OSのマイクミュート機能/スピーカーミュート機能がONになっていないこと 
・マイク/スピーカーのボリュームが０％になっていないこと 
・Skype 等のマイクやスピーカーを使う他のアプリケーションが立ち上がっていないこと 
・外付けのマイク等のデバイスを使用する場合、OSでデバイスが認識されていること 
 （デバイスをつなぎなおし、Meeting Plazaを再起動(再入室)すると 
  デバイスが表示される場合があります。） 
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4. ライブの利用方法 

4-7 チャットの利用 
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① 「All」とは同じライブに入室している全ての参加者に送信されます。 
 

② 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、
入力した文字が参加者に送信されます。 
 

③ 各ボタンの操作は以下になります。 

① 

② 

③ 

：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。  

：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。 

：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。 

以下、チャット利用時の操作説明になります。 

※個別へのチャットは送信できません。 

Windows編 
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4. ライブの利用方法 

4-8 接続方法の確認 
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接続方法の変更 
 
1. 画面右上の   ボタンをクリックすると 

各種設定画面が表示されます。 
 

2. [接続]タブをクリックし、 
接続方法を選択し、[再入室](再接続)を 
クリックします。 
 

各種設定画面 

Meeting Plazaの接続が出来ない場合、 
ご利用のネットワーク環境により以下の操作をすることで接続できる場合があります。 

※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。 

Windows編 

接続方法一覧 
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4. ライブの利用方法 

4-9 ライブ録画 

34 

Windows編 

録画を行っているユーザは、画面左下に
「REC」と表示され、他のユーザから見て

認識できます。 
 
   
 

ライブの録画 
 
1. 画面右上の   ボタンをクリックすると 

録画画面が表示されます。 
 

2. 「記録名」に録画データ名を入力してください。 
 

3. [録画]をクリックすると録画が開始されます。 
 

4. 録画が開始されると、録画中と表示されます。 
 

5. 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。 

   注意事項  
 
・[選択]をクリックして格納先を選択することができます。 
 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。 
 [録画]をクリックすると録画が開始されます。 
 
・以下、ご注意ください。 
 ・録画開始後に、共有を実施する必要があります。 
  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。 
 ・会議室のテンプレート情報は保持されません。再生の際には、標準画面での表示になります。 
 ・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。 
        

録画画面 

録画画面 
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5. ライブの利用方法 

5-1 アプリのインストール 

ライブメニュー画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブメニュー画面が表示されます。 

2. [アプリインストール]をクリックすると、MeetingPlaza.dmgがダウンロードされます。 
MeetingPlaza.dmg をクリックすると、MeetingPlaza.pkgが表示されます。 
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TOP画面 
サンプル 

sample 

初めてライブを利用する場合のみ以下アプリインストール手順を確認ください。 

3. MeetingPlaza.pkgをクリックすると、MeetingPlaza for mac のインストーラーが起動します。 
[続ける]をクリックし進め、インストールボタンが表示される画面まで遷移します。 
[インストール]をクリックします。 
 

Mac編 

4. インストールが完了すると完了画面に遷移します。[閉じる]をクリックします。 

※上記手順以外のインストールは実施しないでください。 
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5. ライブの利用方法 

5-2 ライブへの入室 

ライブ画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブ画面が表示されます。 

2. [入室]をクリックするとMeeting Plazaアプリが起動し、ライブ画面が表示されます。  
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ライブ画面 

TOP画面 
サンプル 

sample 

※ライブ画面はライブ種別（片方向もしくは双方向）によって異なります。 
 片方向の場合、講師ユーザがログインするまでユーザアイコンが表示されていない 
 グレーの画面になります。 
※初回ログイン時やMac 起動直後に、以下画面が表示されます。[開く]をクリックします。 

Mac編 
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5. ライブの利用方法 

5-3 入室後画面について 
以下、ライブ入室後画面の操作説明になります。 
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① 

② 

① 【双方向のみ】共有ボタンになります。 
クリックすると、デスクトップ共有もしくはアプリケーション共有を選択できます。 
 

② チャットボタンになります。 
参加者全員に対してチャットでコミュニケーションをすることができます。 
 

③ 質疑支援ボタンになります。 
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。 
 

④ 部屋情報ボタンになります。 
ライブ参加者のユーザ名を確認することができます。 
 

⑤ 音声設定ボタンになります。 
マイク・スピーカーに関する設定を行うことができます。デフォルトは「[Ctrl]を押している間 
マイクをON」です。※マイクの設定については、双方向のみ活性化されます。 
 

⑥ 【双方向のみ】映像設定ボタンになります。 
映像に関する設定を行うことができます。 
 

⑦ 各種設定ボタンになります。 
ネットワーク速度、接続方法の設定を行うことができます。 
 

⑧ [退出する]をクリックすると、ライブから退出できます。 

Mac編 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 



-  - 

マイクの確認（発話方法を変えたい場合） 
 

1. 左メニューの   ボタンをクリックします。 
 

2. 必要に応じ発話方法を選択します。 
デフォルトは「[Ctrl]を押している間マイク 
をON」です。 
 

3. [機器設定]タブをクリックします。 
 

4. [マイクのテスト]クリックします。 
 

5. 発話し、音声が聞こえることを確認します。 
 

6. 確認後、[ループバックテストを終了]を 
クリックします。 

5. ライブの利用方法 

5-4 【双方向のみ】マイク/カメラの確認 
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カメラの確認（自画像が写らない場合） 
 

1. 左メニューの   ボタンをクリックします。 
 

2. [機器設定]タブをクリックします。 
 

3. キャプチャーデバイスにて、ご利用の 
Webカメラを選択します。 
 

4. 選択すると変更されます。 
 
 

音声設定画面 

映像設定画面 

映像設定画面 

Mac編 

ループバックテスト画面 

※マイクボリュームが小さい、または大きい 
 と感じたら、[基本]タブを選択し、調整ス 
 ライダーを動かしてボリュームを調整して 
 ください。 
※ライブに他の参加者がいたとしても、 
  テスト音声は自分にしか聞こえません。 

音声設定画面 
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5. ライブの利用方法 

5-5 【双方向のみ】資料の共有 

39 

 
 
1. 左メニュー   ボタンをクリックします。 

 
2. [アプリケーション共有]をクリックすると 

アプリケーション共有画面が表示されます。 
 

3. 共有するアプリケーションプログラムを 
選択し、[アプリケーション共有を開始]を
クリックします。 

アプリケーション共有とは、 
実行中のアプリケーションの1つを選択し、 
ユーザに共有することを指します。 
 
アプリケーションの共有 

共有画面 

アプリケーション共有画面 

※画面共有するアプリケーションは、共有 
 操作前に実行しておく必要があります。 

1. 左メニュー   ボタンをクリックします。      
 

2. [デスクトップ共有]をクリックすると、 
デスクトップ共有画面が表示されます。 
 

3. 「デスクトップ全体」もしくは 
「デスクトップの一部」を選択し、 
[デスクトップ共有の開始]をクリックします。 

デスクトップ共有とは、 
デスクトップ全体または指定した範囲を 
ユーザに共有することを指します。 
 
デスクトップの共有 

デスクトップ共有画面 

Mac編 

共有画面 
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5. ライブの利用方法 

5-6 スピーカーの確認 

40 

スピーカーの確認（音声が聞こえない場合） 
 

1. 左メニューの   ボタンをクリックします。 
 

2. [機器設定]タブをクリックします。 
 

3. [スピーカーのテスト]クリックします。 
 

4. テスト音が聞こえることを確認します。 
 

5. 確認後、[テスト音再生を終了]を 
クリックします。 

 
 
 
 

音声設定画面 

Mac編 

ループバックテスト画面 

※スピーカーボリュームが小さい、または 
 大きいと感じたら、[基本]タブを選択し、 
 調整スライダーを動かしてボリュームを 
   調整してください。 

※発話や音声が正しく動作しない場合、以下をご確認ください。 
・OSのマイクミュート機能/スピーカーミュート機能がONになっていないこと 
・マイク/スピーカーのボリュームが０％になっていないこと 
・Skype 等のマイクやスピーカーを使う他のアプリケーションが立ち上がっていないこと 
・外付けのマイク等のデバイスを使用する場合、OSでデバイスが認識されていること 
 （デバイスをつなぎなおし、Meeting Plazaを再起動(再入室)すると 
  デバイスが表示される場合があります。） 
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5. ライブの利用方法 

5-7 チャットの利用 
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① 左メニュー    をクリックするとチャット画面が表示されます。 
 

② 「All」とは同じライブに入室している全ての参加者に送信されます。 
 

③ 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、
入力した文字が参加者に送信されます。 

① 

② ③ 

以下、チャット利用時の操作説明になります。 

※個別へのチャットは送信できません。 

Mac編 
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5. ライブの利用方法 

5-8 接続方法の確認 
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接続方法の変更 
 
1. 左メニューの   ボタンをクリックします。 

 
2. [接続方法]タブをクリックします。 

 
3. 接続方法を選択し、[再入室](再接続)を 

クリックします。 
 

基本設定画面 

Meeting Plazaの接続が出来ない場合、 
ご利用のネットワーク環境により以下の操作をすることで接続できる場合があります。 

Mac編 

接続方法一覧 

※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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6. ライブの利用方法 

6-1 アプリのインストール 

ライブメニュー画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブメニュー画面が表示されます。 

2. [アプリインストール]をクリックすると、appストアの「Meeting Plaza Mobile SI」アプリ 
インストール画面に遷移しますので、インストールします。 
 

43 

TOP画面 
サンプル 

sample 

初めてライブを利用する場合のみ以下アプリインストール手順を確認ください。 

iPhone/iPad編 

※appストアで使用できない「Meeting Plaza Mobile」アプリも 
 インストールすることができますので、ご注意ください。 
 
 正しいモバイル版「Meeting Plaza」アプリ  「Meeting Plaza Mobile SI 8」 

 使用できないモバイル版「Meeting Plaza」アプリ「Meeting Plaza Mobile  8」 
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6. ライブの利用方法 

6-2 ライブへの入室 

ライブ画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブ画面が表示されます。 

2. [入室]をクリックするとMeeting Plazaアプリが起動し、ライブ画面が表示されます。  
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ライブ画面 

TOP画面 
サンプル 

sample 

※ライブ画面はライブ種別（片方向もしくは双方向）によって異なります。 
 片方向の場合、講師ユーザがログインするまでユーザアイコンが表示されていない 
 グレーの画面になります。 

iPhone/iPad編 
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① メニューボタンになります。 
タップすると、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。 
 

② 退出ボタンになります。   
ライブから退出することができます。  
 

③ 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 

6. ライブの利用方法 

6-3 入室後画面について 
以下、ライブ入室後画面の操作説明になります。 

45 

② ① 

③ 

：【双方向のみ】タップすると、カメラ切替・静止画設定の操作が行えます。 

：タップすると、チャットウィンドウが開きます。 
 ライブ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 。 

：タップすると、スピーカーのミュートを切り替えます。 

：画面下部の設定バーの表示/非表示の操作が行えます。 

iPhone/iPad編 
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マイクの確認（発話方法を変えたい場合） 
 

1. 左上のメニューボタンをタップします。 
 

2. [発話方法]をタップします。 
 

3. 必要に応じて発話方法を選択します。 
デフォルトは「音声トグル」です。 
 

4. [音声テスト]をタップします。 
 

5. 「ループバックテスト」を「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ます。  
 
 

6. ライブの利用方法 

6-4 【双方向のみ】マイク/カメラの確認 
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カメラの確認（自画像が写らない場合） 
 

1.    ボタンをタップします。 
 

2. 外カメラもしくは内カメラに切り替えます。 
 
 

発話方法画面 

ライブ画面 

※マイクボリュームが小さい、または大きい 
 と感じたら、[マイクブースト]をタップし、 
 音量を調整してください。 

iPhone/iPad編 

メニュー画面 
音声テスト画面 
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6. ライブの利用方法 

6-5 スピーカーの確認 
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スピーカーの確認（音声が聞こえない場合） 
 

1. 左上のメニューボタンをタップします。 
 

2. [音声テスト]をタップします。 
 

3. [テスト音声再生]をタップし、 
音声が聞こえることを確認します。 

 
 
 
 

メニュー画面 音声テスト画面 

※スピーカーボリュームが小さい、または 
 大きいと感じたら、[スピーカーブースト] 
 をタップし、音量を調整してください。 

iPhone/iPad編 

※発話や音声が正しく動作しない場合、以下をご確認ください。 
・OSのマイクミュート機能/スピーカーミュート機能がONになっていないこと 
・マイク/スピーカーのボリュームが０％になっていないこと 
・Skype 等のマイクやスピーカーを使う他のアプリケーションが立ち上がっていないこと 
・外付けのマイク等のデバイスを使用する場合、OSでデバイスが認識されていること 
 （デバイスをつなぎなおし、Meeting Plazaを再起動(再入室)すると 
  デバイスが表示される場合があります。） 
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6. ライブの利用方法 

6-6 チャットの利用 
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①    をタップするとチャット画面が表示されます。 
 

② 「All」とは同じライブに入室している全ての参加者に送信されます。 
 

③ 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［送信］をタップすると、入力した
文字が参加者に送信されます。 

① 

② 

③ 

以下、チャット利用時の操作説明になります。 

※個別へのチャットは送信できません。 
※チャット受信時には、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。 
 （iPadとiPhoneでは表示が異なります。） 

iPhone/iPad編 
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6. ライブの利用方法 

6-7 接続方法の確認 
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接続方法の変更 
 
1. 左上のメニューボタンをタップします。 

 
2. [接続方法]をタップします。 

 
3. 接続方法を選択します。 

 

基本設定画面 

Meeting Plazaの接続が出来ない場合、 
ご利用のネットワーク環境により以下の操作をすることで接続できる場合があります。 

接続方法一覧 

iPhone/iPad編 

メニュー画面 接続方法画面 

※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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7. ライブの利用方法 

7-1 アプリのインストール 

ライブメニュー画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブメニュー画面が表示されます。 

2. [アプリインストール]をクリックすると、 Google Play ストアの「Meeting Plaza Mobile SI」 
アプリのインストール画面に遷移しますので、インストールします。 
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TOP画面 
サンプル 

sample 

初めてライブを利用する場合のみ以下アプリインストール手順を確認ください。 

Android編 

※ Google Play ストアで使用できない「Meeting Plaza Mobile」アプリも 
 インストールすることができますので、ご注意ください。 
 
 正しいモバイル版「Meeting Plaza」アプリ  「Meeting Plaza Mobile SI 8」 

 使用できないモバイル版「Meeting Plaza」アプリ「Meeting Plaza Mobile  8」 
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7. ライブの利用方法 

7-2 ライブへの入室 

ライブ画面 TOP画面 

1. TOP画面の[入室]をクリックすると、ライブ画面が表示されます。 

2. [入室]をクリックするとMeeting Plazaアプリが起動し、ライブ画面が表示されます。  

51 

ライブ画面 

TOP画面 
サンプル 

sample 

※ライブ画面はライブ種別（片方向もしくは双方向）によって異なります。 
 片方向の場合、講師ユーザがログインするまでユーザアイコンが表示されていない 
 グレーの画面になります。 

Android編 
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① メニューボタンになります。 
タップすると、参加者情報・共有・挙手・設定・退室のメニューが開きます。 
このボタンが表示されない場合は、端末のメニューキーで操作します。 
  

② 赤枠部分の各ボタンの操作は以下になります。 

7. ライブの利用方法 

7-3 入室後画面について 
以下、ライブ入室後画面の操作説明になります。 
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① 

② 

：【双方向のみ】タップすると、カメラ切替・静止画設定の操作が行えます。 

：タップすると、チャットウィンドウが開きます。 
 ライブ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 。 

：タップすると、スピーカーのミュートを切り替えます。 

：画面下部の設定バーの表示/非表示の操作が行えます。 

Android編 
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マイクの確認（発話方法を変えたい場合） 
 

1. 左上のメニューボタンをタップします。 
 

2. [発話方法]をタップします。 
 

3. 必要に応じて発話方法を選択します。 
デフォルトは「ボタンを押している間 
マイクをON」です。 
 

4. [音声テスト]をタップします。 
 

5. 「ループバックテスト」にチェックを入れ、 
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ます。  
 
 

7. ライブの利用方法 

7-4 【双方向のみ】マイク/カメラの確認 
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カメラの確認（自画像が写らない場合） 
 

1.    ボタンをタップします。 
 

2. 外カメラもしくは内カメラに切り替えます。 
 
 

ライブ画面 

※マイクボリュームが小さい、または大きい 
 と感じたら、[マイク/スピーカーブースト 
 ]をタップし、音量を調整してください。 

メニュー画面 

音声テスト画面 

Android編 

発話方法画面 
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7. ライブの利用方法 

7-5 スピーカーの確認 

54 

スピーカーの確認（音声が聞こえない場合） 
 

1. 左上のメニューボタンをタップします。 
 

2. [音声テスト]をタップします。 
 

3. [テスト音声再生]をタップし、 
音声が聞こえることを確認します。 

 
 
 
 

メニュー画面 音声テスト画面 

※スピーカーボリュームが小さい、 
 または大きいと感じたら、 
 [マイク/スピーカーブースト]をタップし、 
 音量を調整してください。 

Android編 

※発話や音声が正しく動作しない場合、以下をご確認ください。 
・OSのマイクミュート機能/スピーカーミュート機能がONになっていないこと 
・マイク/スピーカーのボリュームが０％になっていないこと 
・Skype 等のマイクやスピーカーを使う他のアプリケーションが立ち上がっていないこと 
・外付けのマイク等のデバイスを使用する場合、OSでデバイスが認識されていること 
 （デバイスをつなぎなおし、Meeting Plazaを再起動(再入室)すると 
  デバイスが表示される場合があります。） 
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7. ライブの利用方法 

7-6 チャットの利用 
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①    をタップするとチャット画面が表示されます。 
 

② 「All」とは同じライブに入室している全ての参加者に送信されます。 
 

③ 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［送信］をタップすると、入力した
文字が参加者に送信されます。 

② 

③ 

以下、チャット利用時の操作説明になります。 

※個別へのチャットは送信できません。 
※チャット受信時には、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。 

Android編 

① 
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7. ライブの利用方法 

7-7 接続方法の確認 
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接続方法の変更 
 
1. 左上のメニューボタンをタップします。 

 
2. [接続方法]をタップします。 

 
3. 接続方法を選択します。 

 

Meeting Plazaの接続が出来ない場合、 
ご利用のネットワーク環境により以下の操作をすることで接続できる場合があります。 

接続方法一覧 

メニュー画面 接続方法画面 

Android編 

※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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8. メッセージの利用方法 

8-1 メッセージの利用 

メッセージ一覧画面 top画面 

1. TOP画面のメッセージアイコンをクリックするとメッセージ一覧が表示されます。 

2. タイトルをクリックすると、以下メッセージの送受信画面が表示されます。 
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① 

③ 
④ ⑤ 

① 送信者からのメッセージが表示されます。 

クリップアイコンをクリックすると、送信者が添付したファイルをダウンロードできます。 

また、送信者がメッセージを削除した場合、空欄の吹き出しが表示されます。 

② 送信したメッセージが表示されます。 

クリップアイコンをクリックすると、添付したファイルをダウンロードできます。 

また、×ボタンをクリックするとメッセージの削除ができます。 

③ メッセージ内容を入力します。 

④ [＋ファイル]をクリックすると、メッセージにファイルを追加できます。 

⑤ [送信]をクリックすると、送信者へ返信できます。 

② 

メッセージタイトルに添付された 
ファイルをダウンロードできます。 

sample 

各メッセージの新着数を表示 

全メッセージの新着数を表示 

※前回ログイン時以降の新着数になります。 
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9. 学習履歴の確認方法 

9-1 学習履歴の表示 
1. 画面右上[MENU]をクリックすると、メニューが表示されます。 

[学習履歴]をクリックします。 

2. 以下、学習履歴が表示されます。 

① 

② 
③ 

① 前日から過去1週間の学習履歴が表示されます。 

② グラフの表示単位を週間/月間/年間に表示変更することができます。 

③ 種類にチェックを入れ、[絞込]をクリックすると、学習履歴一覧を絞り込み表示できます。 

④ 学習履歴が一覧で最新順に表示されます。 

④ 

学習履歴画面 top画面 

58 
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9. 進捗状況の確認方法 

9-2 進捗状況の表示 
1. 画面右上[MENU]をクリックすると、メニューが表示されます。 

[進捗状況]をクリックします。※進捗状況とは達成状況を指します。 

2. 以下、進捗状況が表示されます。 

② 
① 

③ 

① [印刷]をクリックすると、PDFデータとして保存できます。 

② コンテンツの達成状況がグラフで表示されます。 

③ コンテンツの達成状況詳細が表示されます。項目でソートすることもできます。 

進捗状況画面 top画面 

59 
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10. 詳細設定の変更/確認 

10-1 個人設定の変更 
1. 画面右上[MENU]をクリックすると、メニューが表示されます。 

[個人設定編集]をクリックします。 

2. 以下、個人設定編集画面が表示されます。 

③ 

① 

① パスワードを変更する場合、現在のパスワードも必要になります。 

② [説明]をクリックするとパスワード強度が確認できます。 

③ [確認]をクリックすると、確認画面がポップアップ表示されます。 

編集内容に問題がない場合、[登録]をクリックします。 

個人設定編集画面 top画面 

② 
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10. 詳細設定の変更/確認 

10-2 お知らせの確認 
1. TOP画面の[お知らせ一覧]をクリックすると、お知らせ一覧画面が表示されます。 

2. 以下、お知らせ一覧画面が表示されます。 

お知らせ一覧画面 top画面 
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① クリックするとお知らせの詳細が表示されます。 

① 

TOP画面 
サンプル 

sample sample sample 
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10. 詳細設定の変更/確認 

10-3 プライバシーポリシーの確認 
1. 画面右上[MENU]をクリックすると、メニューが表示されます。 

[プライバシーポリシー]をクリックします。 

2. 以下、プライバシーポリシー画面が表示されます。 

プライバシーポリシー画面 top画面 
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