
セッション中の操作・管理

①セッションを開始する

②音声/ビデオの接続（主催者/参加者共通）

③基本画面の使い方（主催者/参加者共通）

④コンテンツ共有（注釈やファイル転送含む）
（主催者/参加者共通）

⑤権限/役割の変更

⑥ブレイクアウトセッションの開始と管理

⑦オンラインテストの開始

⑧QA/チャット/投票（主催者/参加者共通）

⑨フィードバック（主催者/参加者共通）

➉録画

⑪レポート機能で出席確認



①セッションを開始する
⇒セッションを開始する方法は２通りあります。

①主催者自身に来たメールのリンクから開始 ②マイページ＞マイミーティングから開始

OR



②音声/ビデオに接続する（共通）



②-1 参加者をミュートしておく（主催者側）



②-2 参加者をミュートしておく（参加者側）



③基本画面（共通）

✔音声接続/招待・催促/アプリ共有

✔ツールバー：詳細な機能設定（※詳細は次ページへ）

✔操作パネル（基本操作はこのパネル）

✔フィードバックアイコン
で意思表示と受講者の状
況を把握する

✔機能が操作パネルに表示されいない
場合はここをクリックして表示させる



③-1 基本画面（ツールバー編：ファイル/編集）

✔セッション中に行った
チャット/QA/投票が
ローカル保存できる

✔セッション中にファイル
を転送して共有する

✔参加時やメッセージを受信した際の
受信音（ビープ音）を設定する事が
可能



③-2 基本画面（ツールバー編：共有/参加者）

✔画面/ファイル（動画含む）/
アプリケーション/ブラウザ/
ホワイトボード/マルチメディ
ア（Youtube等）など、様々な
コンテンツを共有できる。

✔自身のセッションウィンドウ
自体を共有する事が可能。
（画面を見せて使い方を教え
てあげることが出来る。）

✔全員を強制ミュート/参加時にミュートが出来
セッション中の雑音を防げる。

✔参加者の操作権限や、役割をフレキシブルに変更
することが出来る



③-3 基本画面（ツールバー編：セッションとブレイクアウト）

✔録画データをクラウドか
ローカルに保存するか、
保存先を選択できる

✔ブレイクアウトセッションの割り
当てをしてグループ分けが出来る



③-4 基本画面（ツールバー編：ヘルプ）

✔使い方で分からない事があれば、「ユーザーガイド」までアクセスできる



④コンテンツ共有（共通）
⇒セッション中に、様々なコンテンツを共有して見せる事ができます。



④-1 コンテンツ共有中の操作
⇒共有中であっても、ツールバーを使って様々操作ができます。

ツールバー ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①他コンテンツの共有に切り替え

②参加者に共有や注釈権限の付与

③参加者一覧表示 ④チャット機能

⑤録画を開始でき
る

⑥注釈機能や参加者の書き込み許可

（※詳細は次ページへ）



④-2 注釈（書き込み）機能について
⇒手書き/文字入力/図形の書き込みや、ポインタを表示できます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①ポインター
②文字入力 ③直線 ④図形 ⑤手書きペン ⑥色の選択 ⑦削除



④-3 コンテンツ共有（アプリケーション編）

✔PowerPointやExcel等の
アプリケーション共有可能

✔表示側/被表示側も全画面で表
示される

✔メール等の通知ポップアップが
表示されても、被表示側には
モザイクで映らないので安心

✔表示側/被表示側共に注釈機能
で書き込みが可能。

（※被表示者は要権限）

Point！
ポップアップのモザイクが画面に
入ってこないように、他アプリの
通知は極力OFFにしておこう！



④-4 コンテンツ共有（ファイル編）

✔動画含むファイルの共有が可能

✔表示側/被表示側には、「セッション画面内」
で表示されるので、右側パネル操作が可能。

✔複数コンテンツを共有して、切り替えが可能
（ブラウザのタブのようなイメージ）

✔メール等の通知ポップアップが表示されても、
被表示側にはモザイクで映らないので安心

✔表示側/被表示側共に注釈機能で書き込みが可能。
（※被表示者は要権限）

セッション画面内



④-5 コンテンツ共有（ホワイトボード編）
⇒双方向に書き込みが出来る、ホワイトボードを共有できます。

✔双方向に書き込みが出来る

✔事前に参加者に「注釈」の権限を与えておく

✔表示側/被表示側も「セッション画面内」で
共有される

✔成果物はローカル保存する事ができる

セッション画面内



④-6 参加者の注釈（書き込み）を許可する

✔参加者が注釈（書き込み）機能を使用する
際に、主催者に書き込み許可を要求

✔主催者は「注釈の要求」のポップアップが
表示されるので、「承認」をして、参加者
に注釈を許可する

✔権限の変更で、事前にすべての参加者に
注釈を許可しておくことも可能



④-7 コンテンツ共有（マルチメディア編）

✔Youtubeなどの動画サイトの共有

✔サイトURLを入力し、画面右のポップアップで共有及び操作も可能

✔共有側の操作に依存せず、被共有側が任意で操作できる



④-8 ファイルを転送する

✔動画含むファイルの転送が可能（上限２GBまで）

✔ツールバーの「ファイル」から「転送」を
選択するとポップアップが表示される

✔「ファイル共有」をクリックし、ファイルを
選択する。

✔転送された側は、ポップアップが表示される
ので「ダウンロード」をクリックして完了

⇒共有だけでなく、転送して参加者にダウンロードさせることもできる。



⑤参加者の権限を制限する

OR

✔ツールバーの「参加者」 ✔対象者を選択し、右クリック

✔詳細な権限付与/制限が行えます



⑤-1 参加者の役割を変更する

OR

✔ツールバーの「参加者」 ✔対象者を選択し、右クリック



⑤-2 他の参加者をプレゼンターにする
⇒プレゼンターボールを渡すことで権限移行し、共有させる事ができます。

プレゼンターボール

①クリック＆ドラッグ
で移行

②対象者を選択し、このア
イコンをクリックし移行

OR



⑥ブレイクアウトセッションをはじめる

ブレイクアウトセッション

✔受講者を幾つかのグループに分け、各グループごとにトレーニ
ングルームを提供します。

✔通常のトレーニング同様にドキュメント、アプリケーション、
デスクトップを共有することができます。

✔成果物を保存し、メインセッションで発表することができます。

✔メイントレーニングの主催者・プレゼンターは、各グループご
とのトレーニングルームを見てまわることができます。



⑥-1 各セッションに参加者を割り当てる

①ツールバーのブレイクアウト
から、「割り当て」を選択

②「セッションの追加」でグループ作成し、対象者
を選択して、グループに割り当てていく。

③割り当てが完了したら「開始」
ボタンを押して、開始する

手動/自動でのグループ割り当
てが選択できます。



⑥-2 ブレイクアウトセッションの使い方

①

②

③
④

③

④

①全員にブレイクアウトセッションからメインセッションに戻ることを要求出来ます。

②主催者/プレゼンター/パネリストは各セッションに自由に行き来する事が出来ます。

③全グループに対して、一斉にメッセージを送ることが出来ます。

④ブレイクアウトセッションの最後のプレゼンターに、メインセッションで成果物を共有
するように依頼出来ます。

参加

退席



⑦テストを開始する
✔操作パネルのテストから「開始」
をクリックする。 ✔するとブラウザが立ち上がるので、「テストの開始」をクリックして開始する

✔「ステータスの更新」で提出、採点状況を確認する

※テストを開始するには

プレゼンター権限が必要です！



⑦-1 回答を回収、採点する（セッション前後）

✔受験生が提出すると、主催者に
メールが届くように設定しておく

✔マイページ＞マイミーティングで該当のセッションをクリックし、「得点及び
レポート」から回答状況の確認及び、採点を行っていく

※セッション編の「⑧-3 テストの詳細設定」から、テストの
招待メール及び、主催者に提出通知が来るように設定しておく

OR

次ページへ⇒



⑦-2 回答を回収、採点する
✔「回答の表示と得点」をクリック

✔採点したい対象者を確認し、「回答の採点」から採点する

✔採点が完了すると「保存」をクリックして採点終了

✔採点結果をCSVで抽出も可能 ※次ページへ⇒



⑦-3 回答結果を抽出する
✔「結果のエクスポート」から抽出

✔総合/詳細のテスト結果の抽出が選択できます。

✔受講者の得点とランクのみ

✔各質問に対するすべての受験生の回答



⑧QA/チャット/投票
QA（質疑応答） チャット 投票（Polling)

✔回答したい質問をクリックして回答
✔運営側は回答のみ、受講者は質問のみ
✔全員向け/個人向けに返信が選択できる
✔QA内容はローカル保存可能

✔送信先が細かく選択できるので、運営側
内で連絡を取ることも可能

✔チャットの内容もローカル保存可能

✔投票もオリジナルで作成可能
✔リアルタイムで回答状況を把握できる
✔既に作成済の投票データを取り込み可能
✔投票データもローカル保存可能

新規作成

データ
取り込み 保存



⑨フィードバック
挙手／チェック／スピードの希望／絵文字
など様々なステータスの表現が可能

主催者は一覧で主催者のステータスを把握

主催者は参加者からのフィードバックや関心度を確
認できます。

参加者

挙手 Yes No 遅い 早い 絵文字

フィードバックの結果 フィードバックの削除

参加者のリスト／サム
ネイル表示

他の参加者の招待／催促

参加者の関心度チェック⇒



➉録画をする

OR

✔操作パネルの「レコーダー」でボタンをクリック ✔ツールバーから、保存先を選択して録画



➉-1 録画データを確認/配信する

OR

✔クラウドに録画データが生成されると、
主催者にメールが届きます。✔マイページの「マイ録画」から（※配信設定は次ページへ）



➉-2 録画データを確認/配信する

✔確認したい録画の議題を選択し、録画再生や、メールでのデータ配信を行う。

✔録画の表示オプション変更や
パスワード設定を行うことも
できる（※次ページへ）



➉-3 録画データの視聴制限をする
✔録画データページ下部の「変更」から設定

①
②

③

①録画データに表示する項目の制限ができます

②録画データを視聴するにあたり、参加者登録
を要求する

③ログイン要求やダウンロードの禁止、
パスワード設定でセキュリティを強化
できます。



⑪レポート機能
⇒出席簿として、参加ログ（出席者、滞在時間、関心度等）を確認できます。

✔マイページ＞マイレポートをクリック

OR

✔詳細を確認したいセッションの議題を選択し、クリックする

次ページへ⇒



⑪-1 参加レポートの取得

✔「エクスポート」でCSVファイルとして抽出できる。オリジナルで作成した登録項目も反映されます。


