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始めに 

InView(イン･ビュー)は、相⼿が誰でも、どこにいても、簡単操作でバーチャル会議ができるクラウ

ドビデオ会議サービスです。VMR(バーチャル会議室)は予約不要で 24 時間いつでも利⽤可能。ビデ

オ会議端末をはじめ、パソコンやモバイル端末、Skype for Business など、様々なデバイスやアプ

リから接続できます。電話から⾳声のみで参加することも可能です。 

  

 

このガイドは、組織の管理者向けにユーザー管理の⽅法やサービス利⽤における注意点、ネッ

トワーク機器の設定情報といった技術詳細を紹介します。 
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初期設定 

販売代理店または御社の管理者がシステムにあなたを｢組織の管理者｣として追加すると、ウェルカム

メールが届きます。このメールには、ポータルの URL やお客様ご⾃⾝の VMR(バーチャル会議室)情

報が記載されていますので、⼤切に保管してください。 

  

最初に、  をクリックして、主催者ポータルのパスワードを設定してください。 
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ユーザー管理 

管理モードへのアクセス 

ユーザーの管理は、主催者ポータルの｢管理モード｣で⾏います。 

 

• ウェルカムメールのリンク、または https://ccjapan.inviewuc.com.au からログインします。 

• メールアドレスとご⾃⾝で設定したパスワードを⼊⼒してサインインしてください。 

• ⾔語は右上の  から変更できます。 

 

• 画⾯右上  アイコンをクリックし、管理モード をクリックします。 
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 ヒント 

• は管理者以外のユーザーには表⽰されません。 

• 管理者向けポータル(管理モード)には、主催者ポータルからからアクセスします。 

 

ユーザーの作成と削除 

ユーザーの作成 

 

• 左ナビゲーションで  が選択されていることを確認し、  ボタン

をクリックします。 
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 ⇒  

• ⼊⼒画⾯が表⽰されます。情報を記⼊し付与する権限を選択します。 

• 名前はアルファベット(半⾓英数字)で記⼊してください。 

•  ボタンをクリックします。新しい VMR(バーチャル会議室)が⾃動で作成され、ユー

ザーにアカウント情報を含むウェルカムメールが送信されます。 

 ヒント 

•  では、csv ファイルからの複数ユーザーの⼀括登録ができます。(下図参照)。 

• ユーザー名はアルファベット(半⾓英数字)をご利⽤ください。 

 

• 管理者からユーザーに対するメールなどの各種メールテンプレートの⾔語は、どの⾔語で管理

モードを利⽤しているかにより決まります。例えば、管理モードを英語で利⽤している場合、

ウェルカムメールやユーザーへの連絡メールは英語で送信されます。 
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ユーザーの削除 

 

• 対象ユーザーの右側に表⽰される  から｢削除｣をクリックします。 

ユーザー情報の確認と変更 

• 左ナビゲーション  から、対象のユーザーを選択し タブに移りま

す。 

 

 アイコンがある項⽬は変更が可能です。 

•  でユーザーにメールが送信され、主催者ポータル⽤パスワードのリセットを要

求します。 

•  でユーザーを削除できます。 
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会議室の管理と作成 

会議室の管理 

• 左ナビゲーション  または  から対象ユーザーを選択し、

 タブをクリックします。 

 

•  アイコンがある項⽬は変更が可能です。 

•  をクリックすると、VMR の詳細をユーザーにメールで送信します。ユーザーが会議室

情報を紛失した場合に利⽤します。 

•  で会議室を削除します。 

会議室の作成 

• 同じユーザーに 2 つ以上の会議室を作成するには、  をクリックします。 
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• ⼊⼒画⾯が表⽰されます。会議室名を⼊⼒します。必要に応じて、主催者コードと参加者コ

ードの変更や削除をします。 

•  ボタンをクリックして会議室を作成します。 

 ヒント 

• 1 ユーザーに 1 つの VMR を所有させる場合、ユーザーを作成すると⾃動で VMR が作成される

ため、会議室の作成は必要ありません。1 ユーザーに複数の VMR を所有させたい(例. 秘書が複

数の役員⽤の VMR を管理する、IT 管理者が全ての VMR を管理する)場合に、

 をご利⽤ください。 
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請求 

左ナビゲーション  では、組織の利⽤状況を確認できます。 

 

 

• タブでは、ライセンスの所有数や消費数、会議室の仕様などを確認できます。 
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Outlook アドイン 

Windows 版 Outlook ⽤に拡張パッケージが準備されています。これにより、会議依頼に VMR の情

報をワンクリックで挿⼊することができます。 

※拡張パッケージは英語版ですが、VMR 情報は⽇本語で挿⼊されます。 

 

インストール 

1. 以下のサイトより拡張パッケージをダウンロードします。 

exe ファイル︓https://support.communicloud.com/s/article/InView-Outlook-Add-on 

msi ファイル︓https://support.communicloud.com/s/article/InView-Outlook-AddIn-

Wdws-msi 

2. ダウンロードしたファイルを開きます 

3. 画⾯の指⽰に従ってインストールします。 

4. Outlook を再起動します。 
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利⽤⽅法 

 

• Outlook のカレンダーに移動します。メニューリボンに｢Schedule Meeting｣ボタンが表⽰され

ます。 

• InView を使った会議依頼を作成するには、｢Schedule Meeting｣ボタンをクリックします。 

(初めて利⽤する際は、ユーザー認証のため InView のアカウント情報を⼊⼒してログインしま

す。) 

 

• 2 つ以上の VMR を所有している場合は、｢Select Room｣ボタンからご希望の VMR を選択し

てください。 

• その他の必要な情報を記⼊の上、会議依頼を送信してください。 
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利⽤上の注意点 

以下の点にご留意の上、サービスをご利⽤ください。 

全般 

• 製品のご購⼊前に、お客様の環境から問題なくサービスが利⽤できることをご確認ください。 

ビデオ会議端末 

• H.323 端末からは、会議室番号@IP アドレス形式のダイアルインで接続ください。##など、そ

の他のダイアル形式での接続はできません。 

• インターネット経由で弊社 MCU までの接続が確⽴できる環境をご準備ください。特に企業内ネ

ットワークからサービスを利⽤する場合は、主に以下のいづれかの対応をお願いします。 

o 端末にグローバル IP アドレスを付与する 

o 弊社指定の FQDN に対してファイアウォールの必要ポートを設定する 

o Cisco VCS Expressway、Polycom VBP などのビデオプロキシー機器を導⼊する 

パソコン(Web ブラウザー) 

• Chrome と Firefox では画⾯共有に対応しています。IE/Edge/Safari では、PDF および画像フ

ァイルの共有のみサポートしています。 

• Chrome と Firefox では WebRTC をサポートしています。 

• 証明書を確認するためのポップアップが継続的に表⽰される場合、御社のセキュリティツール

などに inviewuc.com.au を信頼するサイトに追加して再度お試しください。なお、弊社の証明

書は Digicert 社より証明されています。 

• 映像(ビデオ)が表⽰されない場合、ファイアウォールで UDP が解放されていない可能性があり

ます。必要なポートが解放されているかご確認ください。また、Chrome と Firefox 以外の場

合は、最新の Adobe Flash Player がインストールされているかご確認ください。 

Skype for Business 

• 弊社に対してフェデレーション(外部接続)の設定を⾏い、外部接続リストに@inviewuc.com

を追加してください。詳しくはお問い合わせください。 



コミュニクラウド InView 管理者ガイド  14 

技術詳細 

ファイアウォールのポート情報 

弊社指定の宛先 FQDN(または IP アドレス)は、お問い合わせください。 

対応 Web ブラウザー⼀覧 

Chrome (推奨)  バージョン 43 またはそれ以降 

Mozilla Firefox  バージョン 57 またはそれ以降 

Internet Explorer  バージョン 11Windows 7 のみ (Flash Player 11 および ActiveX が必要) 

Edge    バージョン 41 またはそれ以降 

Safari バージョン 11 またはそれ以降 Mac OS X のみ  

(Flash Player 11 またはそれ以降が必要) 

対応 Skype for Business ⼀覧 

Skype for Business 2016、2015、モバイル 

Microsoft Lync 2013 

 

SIP 端末 

5060/TCP 

5061/TCP 

40000-49999/UDP 

H.323 端末 

1719/UDP 

1720/TCP 

33000-39999/TCP 

40000-49999/UDP 

Web ブラウザーおよび WebRTC 

80/TCP  

443/TCP 

40000-49999/UDP 

Skype for Business 

80/TCP 

5061/TCP 

40000-49999/UDP 

40000-49999/TCP 
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お問い合わせ先 

技術的なお問合せは、販売パートナーへご連絡ください。 

 

ご不明の場合は、弊社までご連絡ください。 

 

コミュニ クラウド ジャパン株式会社 

Email   contacts@communicloud.co.jp 

電話    045-550-3527 

ウェブ   https://communicloud.co.jp 

対応時間 平⽇ 9:00 – 17:30 
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