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CommuniCloud Video の概要 

CommuniCloud Video (コミュニクラウド ビデオ)は、相⼿の顔を⾒ながら遠隔会議ができるクラウドビデオ会議
サービスです。シンプルな使い勝⼿で、場所を問わずどこからでも参加できます。また、VMR(バーチャル
会議室)は 24 時間いつでも利⽤できます。 
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。 
 

 

 
会議中は、カメラ映像と⾳声に加え、パソコンの資料共有が可能です。 
今すぐ会議を始める即時会議でも、⽇時を決めた予約会議でも、VMR のアクセス情報を参加者に送るだけ
です。招待状の送付は、メールでもカレンダーでも構いません。 
 
 
このユーザーガイドでは、VMR への接続⽅法や操作⽅法を紹介します。 
 
また、管理者向けの技術情報をご案内します。 
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初期設定 

弊社での登録作業が完了後、お客様に｢ウェルカムメール｣をお送りします。 
このメールには、お客様の 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。 
 

 

 ヒント 

VMR のアクセス情報はお客様専⽤の｢固定された｣もので、アカウントが有効な限り変わりません。招待者
へは、⾃分の電話番号を教えるかのように、VMR 情報を連絡するだけなので、会議招集が簡単です。VMR
のアクセス情報を署名に保存しておき、メールや予定表から呼び出して利⽤することもできます。 
 (下図 ‒ Outlook の場合) 
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ピンコードの変更 

初期設定では、ランダムな 4 桁の主催者⽤ピンコードと参加者⽤ピンコードが設定されます。ご希望に合わ
せて変更や削除が可能です。4 桁以上のピンコードを設定することもできます。会議に必要なセキュリティ
レベルに合わせて設定してください。 
 

主催者⽤ピンコード + 参加者⽤ピンコード 

主催者⽤ピンコードで不正利⽤を防ぎます。参加者もピンコードを知っている⼈に限定されます。主催者が
接続するまで、参加者は待合室(ロビー)で待機し会議は開催されません。 
機密性の⾼い会議に最適です。 

主催者⽤ピンコードのみ 

参加者は、VMR のアクセス情報を知っていれば会議に接続できます。但し、主催者が接続するまで、待合
室(ロビー)で待機し会議は開催されません。 
最低限のセキュリティを確保します。 

ピンコードなし 

VMR のアクセス情報を知っていれば、誰でも会議に接続できます。セキュリティ強度は下がりますが、会
議への参加がシンプルになります。 
社内や部署内のみで利⽤する場合に便利です。 
 

 ヒント 

ピンコードは以下のサイトより変更を申請することができます。 
https://communicloud.co.jp/video/pinform/ 
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VMR(バーチャル会議室)への接続 

お⼿持ちの機器や参加場所に応じて、様々なデバイスから会議に接続できます。 

 ビデオ会議端末 

⼤きなモニターと専⽤のカメラやマイクで、臨場感のある会議や多⼈数で参加したい会議に最適です。
Polycom®、Cisco®、LifeSize®、Avaya®等、様々なメーカーの標準的な H.323 または SIP ビデオ会議端末
を利⽤できます。 
 

 

インターネットへの接続が可能な H.323/SIP 準拠のビデオ会議端末 
 

 

1. アドレス情報をウェルカムメールから確認します(下図参照)。 

 

2. ビデオ会議端末のリモコンを使って、アドレスを⼊⼒し会議に接続します。 
3. ピンコードが設定されている場合は、リモコンのキーパッドでピンコードを⼊⼒します。 

DTMF キーパッドを有効にする⽅法は、端末の操作ガイドをご参照ください。 
 

 

l お客様の環境により､ファイアウォールなどネットワーク機器の設定変更が必要な場合があります。 
詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。 
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 パソコン (ウェブブラウザー) 

ウェブカメラとマイク付きのヘットセット(またはイヤホン)で、主に個⼈で参加する場合に最適です。 
Web ブラウザーは、ほぼ全てのパソコンに搭載されているため、IT 環境が異なる社外の関係者との会議に
も最適です。 
 

  

        +    

推奨ブラウザー：Google Chrome™ または mozilla Firefox  

 

 

1. 以下のいずれかにアクセスします。 
⽇本語版： https://meet.inviewuc.com.au/jp/ 
英語版：  http://meet.inviewuc.com.au/communicloud

 

2. VMR の会議室番号とご⾃⾝の名前を⼊⼒して  をクリックします。 

3.  では、パソコンに接続されているカメラやマイクの選択ができます。必要に応じて、ネット

ワークの設定を変更します。 
 
※ Chrome および Firefox 以外のブラウザーでは、Adobe® Flash Player を利⽤します。 

①  アイコンから画⾯の指⽰に従ってインストールした後、ブラウザーの再読み込みを⾏
ってください。  

② Flash player へカメラとマイクへのアクセスを許可します。｢設定を保存｣にチェックを⼊れて閉
じます(下図参照)。 
 
  



7 

 

4. 準備ができたら、  をクリックして VMR に接続します。 

 

 

l Google Chrome で資料共有を利⽤する際は、画⾯の指⽰に従って、Pexip® Screensharing Extension 
for Chrome (Pexip®社提供の Chrome ⽤拡張機能)をインストールし有効化してください。 

l Google Chrome および mozilla Firefox 以外のブラウザーでは、PDF と画像ファイルを資料として共
有できます。 
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 モバイル端末 

スマートフォンやタブレットに専⽤アプリ(無償)をインストールして Wi-Fi や 4G ネットワーク経由で利⽤
します。主に外出先からの参加に便利です。 
 

 
 

     +      

 
ビデオソフトクライアント  
Pexip® Infinity Connect (無償) 
https://www.pexip.com/download 
(Apple® App store または Google Play Store から⼊⼿可能) 
 

 

 

 (Pexip® Infinity Connect の場合) 

1. アドレスバーに VMR のアドレス(例. xxx@inviewuc.com.au)を⼊⼒します。 
2. 会議に接続したら  をクリックしてビデオを開始するか、  をクリックして⾳声のみで参加して

ください。 
3. モバイル端末からは、  から PDF や写真を共有できます。 

 

 ⇒  ⇒  

 
  

① 

② 
③ 
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 Skype for Business 

Skype for Business クライアントを利⽤して VMR に接続できます。ビデオ会議端末との相互接続や、社外
との会議に最適です。 
 

 

Microsoft® Skype for Business2016/2015/モバイル 
Microsoft® Lync 2010/2011/2013 
 

 

1. アドレス情報をウェルカムメールから確認します(下図参照)。 

 

2. Skype for Business アドレスをアドレスバーに⼊⼒します。 
3. ユーザーの上で右クリックし、  を押して会議に接続します。 
4. ピンコードの⼊⼒を促すアナウンスが流れる場合は、  をクリックしてキーパッドを表⽰しピン

コードを⼊⼒します。 
5.  

 ⇒  ⇒  

  

② 

③ 

④ 
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ヒント 

頻繁に利⽤する VMR は、連絡先に追加すると便利です。コンタクトを右クリックし、お好みのグループや
｢よくやり取りする連絡先｣として保存します。 
 

 

l Skype for Business のビデオ機能を有効にするには、システム管理者にご確認ください。 
l 社外との会議には、Skype for Business で外部接続(フェデレーション)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、システム管理者にお問い合わせください。 
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 電話(⾳声接続) 

電話回線を利⽤して⾳声のみで参加します。緊急時、端末が準備できない場合、インターネット環境が良く
ない場合などに最適です。 
 

 

プッシュホン式の各種電話機 

 

 

 

1. アクセス番号をウェルカムメールから確認します(下図参照)。 

 

2. 電話機からアクセス番号にダイアルします。 
3. アナウンスが流れたら、会議室番号と＃をプッシュします。 
4. 必要に応じて、パスコードを⼊⼒します。 
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会議コントロール 

CommuniCloud Video では、会議をコントロールするための様々な機能を搭載しています。 
ここでは、主催者のウェブブラウザー画⾯を⾒ながら各機能を説明します。 
 

      

会議機能 

 ⾳声のミュート/解除 ⾃分のマイクを消⾳します。 
相⼿には聞こえなくなります。 

 ビデオ送信の停⽌/開始 ⾃分のカメラ映像の送信をストップします。 

 退室･会議の終了 会議から退出します。 

 画⾯の共有 

 
フル機能の資料共有は Chrome または Firefox でサポ
ートされています。その他のブラウザーでは よ
り PDF または画像ファイルの共有が可能です。 
Chrome では初回のみ、拡張機能のインストールが必
要です。 

• Chrome ウェブストアを開く 
•  をクリックし、画⾯の指⽰に従

いインストール 
• インストール後、会議が進⾏中のタブに戻

り、 をクリックして拡張機能を有効化 
• 拡張機能が既にインストールされている場合

は ウ ィ ン ド ウ → 拡 張 機 能 → ｢ Pexip 
Screensharing Extension｣を有効化 

 

 

会議機能 

メニューオプション 

出席者 
リスト 

チャット 
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 PDF または 
画像ファイルの共有 

Chrome および Firefox 以外のブラウザーでの 
資料共有オプション 

 
⾼フレームレートで 
資料閲覧を許可 
(Google Chrome のみ) 

デフォルト設定では、ネットワークへの負荷を軽減
するため、資料共有は低いフレームレートで設定さ
れています。もし動きのある資料を共有する場合
は、この機能でフレームレートを上げ、スムーズな
動きを再現します。  

 プレゼンテーションを 
別ウィンドウで開く 資料共有の画⾯を別のウィンドウで開きます。 

 ⾳量の調整 
ボリュームバーで⾳量を調整できます。また、 で
は、現在選択されている⾳声デバイスを表⽰・変更
できます。 

 通信状況 技術的なステータス画⾯を表⽰します。 

 マイクとカメラの選択 利⽤するカメラとマイクを変更します。 

 フルスクリーンモード 全画⾯表⽰になります。 

 サイドパネル 
表⽰ / ⾮表⽰ 

左側の参加者リストとチャットパネルを隠すこと
で、ビデオ画⾯を⼤きく表⽰できます。 

   

 メニューオプション(主催者のみ) 

新しい参加者を追加する 主催者から SIP、H.323 または Skype for Business
アドレスにダイアルアウト(呼び出し)します。 

会議ロック 会議への更なる参加者の接続をブロックします。 

すべてのゲストをミュートにする 全ての参加者の⾳声をミュートにします。 

すべての参加者を切断する アナウンスの後に、すべての参加者を切断します。 

画⾯レイアウト 

 
会議中の画⾯レイアウトを変更できます。 
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表⽰する発⾔者の指定 出席者に表⽰する拠点や⼈を指定します。 

常に表⽰する発表者を指定  発⾔者を指定します。デフォルトのレイアウト(1+7)
を利⽤しているときのみ有効です。 

参加者の保留 選択した参加者の⾳声とビデオを保留にします。 

参加者を別会議室に移動 指定した参加者を別の VMR に移動します。 

  

出席者リスト 

画⾯左の出席者リストは、現在の全ての出席者が表⽰されます。出席者の状況により、 
ステータスアイコンが変化します。 
 

 出席者へ発信中で、まだ応答されていない状態です。 

 出席者は会議への参加を待っています。 

 出席者はストリーミングまたは録画⽤端末です。 

 出席者が発⾔中です。 

 出席者はミュート(消⾳)中です。 

 出席者は資料を共有中です。 

  

チャット 

画⾯左下のチャットで、テキストメッセージを会議上の出席者に送ることができます。メッセージはチャッ
ト機能をサポートしている Web ブラウザーや、モバイルアプリ、または Skype for Business クライアント
を利⽤している出席者であれば、誰でも書き込みと閲覧ができます。  
  



15 

 

トラブルシューティング 

⾳声の問題 

会議参加時に発⽣する⾳声の問題では、いくつかの原因が考えられます。問題を切り分けるため、まずご⾃
⾝の機器をご確認ください 

• マイクやスピーカーが接続されており、モニターやパソコン機器⾃体の⾳量が上がっていることを
確認してください。パソコンの場合、Windows など OS ⾃体にも⾳声の設定があります。設定を確
認するには、スピーカーアイコンを右クリックして⾳量ミキサーを開いてください。 

• 次に、CommuniCloud Video でマイクとスピーカーが正しく選択されているか確認してください。

VMR 接続画⾯の  か、会議中は  (⾳量の調整)の  設定アイコンから確認できます。 

• 設定に問題がなく、ご⾃⾝のスピーカーから問題なくテスト⾳が聞こえる場合は、相⼿にも同様の
ステップで確認してもらい、相⼿先から正しく⾳声が送られているか確認してください。 

雑⾳が⼊る場合 

雑⾳の問題がある場合は、以下の対策を⾏ってください。 
• パソコンやモバイル端末では、マイク付きのヘッドセットやイヤホンを利⽤してください。 
• 発⾔しないときは、  で常に⾃分の回線をミュートにしてください。 
• テーブルをトントンと叩く⾳や、キーボーの打⾳などの雑⾳に気をつけてください。 
• 静かな場所に移動してください。 
• どこからか⾳楽が聞こえる場合は、出席者の誰かが操作を間違って｢保留⾳｣を流している可能性が

あります。主催者は、出席者リストの アイコンでその出席者の回線をミュートにしてくださ

い。⾳を発⽣させているユーザーは、  アイコンでわかります。 

• 同じ場所(部屋内)で⾳が届く距離に端末が 2 台以上ある場合(例. ビデオ会議端末と携帯電話)、⾳が
ループする(回る)ためエコーが発⽣します。エコーを⽌めるには、両⽅のデバイスのマイクをミュ
ートにしてください。もし同じ場所から 2 台以上で接続する必要がある場合は、会議に接続する前
にマイクをミュートにしてください。  

ビデオの問題 

会議参加時に発⽣する映像の問題では、いくつかの原因が考えられます。 

• パソコンの場合、VMR 接続画⾯の  で正しいウェブカメラが選択されているか確認してく

ださい。 
• ビデオ画⾯が表⽰されない場合は、ご⾃⾝のカメラがきちんと接続され動作しているか確認してく

ださい。また、他のプログラムでそのカメラを利⽤中ではないか確認してください。 
• ⾳声のみで参加していないか確認してください。⼀旦会議から退出し、  <マイクと

カメラのアイコン>を選択して再度接続してください。 
• 映像が送信のみ、または受信のみの⼀⽅向通信になる場合は、社内ネットワークのファイアウォー

ルで必要なポートが解放されていない可能性があります。システム管理者に問い合わせるか、スマ
ートフォンのテザリングやモバイルルーターなど、別のインターネットを利⽤してください。 

ヒント 

⾳声や映像はいつでも事前にテストすることができます。 
テストサービス(無償･英語のみ)は、VMR 接続画⾯の 
｢発信先ユーザー/会議室｣欄に、”Test_Call”と⼊⼒することで 
利⽤できます(下図参照)。 
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(管理者向け) 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。 
• インターネット経由で弊社クラウド 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、主に以下のいず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 または IP アドレス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) 

• WebRTC をサポートしている 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。 

• 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。 
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(管理者向け) 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 
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