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Microsoft Teams使用



入室

第23回民間技術交流会では「Microsoft Teams」を使用します。

1. 応募いただいたアドレス宛に事務局より、「会議URL」が記載された招待
メールが届きます

2. 開始時間になりましたら、「会議URL」をクリックしてください

 「Teams会議の参加方法の選択」画面が表示されます

3. ≪このブラウザーで続ける≫をクリックしてください

 「会議の入口」画面に移行します

2中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所

Teams会議
参加方法の選択画面

※Teamsアプリを所持している場合でも、
≪このブラウザーで続ける≫を選択してください



入室時における注意事項（１）

2020年11月30日にTeamsにおけるInternet Explorerのサポートが終了しました。

そのためInternet ExplorerでTeams Webアプリや会議URLへアクセスした場合、

以下のように表示されますので、それぞれ対応してください。

① 動作しない旨のメッセージが表示された場合（画面表示①）

 Teamsに対応しているブラウザ（Chrome、Microsoft Edgeなど）で、通知した会

議URLにアクセスしてください
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画面表示①

※Teamsに対応している

ブラウザでアクセス後の

入室手順は前頁の通りです



入室時における注意事項（２）
② 「まだTeamsアプリがないようです。」と表示された場合（画面表示②）

 ≪Microsoft EdgeでTeamsを使用する≫をクリックしてください

③ ≪このブラウザーで続ける≫または≪Microsoft EdgeでTeamsを使用する

≫をクリック後、「このWebサイトから・・・」と表示された場合（画面表示③）

 ≪許可(A)≫をクリックしてください
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画面表示②

画面表示③



会議に参加（１）

① 正常に「会議の入口」に移行すると下のような画面が表示されます

② 「名前を入力」の欄に、氏名をフルネーム（漢字）で入力してください

※ 注意 CPDSを希望する方は名前の最後に「C」を付けてください
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②氏名を入力

会議の入口画面



会議に参加での注意事項（１）

• 「名前を入力」欄が表示されない場合

– 以前利用したアカウントまたは個人利用されているアカウントでサインインして

いる可能性が考えられます。

– 画面右上のアイコン（サインインしているアカウント名の最初の一文字）からサイ

ンアウトをお願いします。
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会議の入口画面
「名前を入力」欄未表示

クリック

※サインアウト後は一度Teamsを閉じ、
招待メールのURLから再度ご参加ください



会議に参加での注意事項（１）

• 「名前を入力」欄が表示されない場合

– 以前利用したアカウントまたは個人利用されているアカウントでサインインして

いる可能性が考えられます。

– 画面右上のアイコン（サインインしているアカウント名の最初の一文字）からサイ

ンアウトをお願いします。

7中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所

会議の入口画面
「名前を入力」欄未表示

クリック

※サインアウト後は一度Teamsを閉じ、
招待メールのURLから再度ご参加ください

中央と右上にサインインしているアカウント
名の最初の一文字が表示されます
※画像の例では、「ライセンス0332」で
参加しているため、「ライセンス0332」
の最初の一文字「ラ」が表示されています

※カメラがオンになっていると、中央には
カメラ映像が表示されます



会議に参加（２）

③ マイク、Webカメラ、スピーカーなどのデバイスを接続してください
– 既に接続されている場合は不要です

④ 複数のデバイスが接続されている場合は≪デバイス≫をクリックして任意

のものを選択してください
– ≪デバイス≫をクリックする画面と右端に「デバイスの設定」が表示されます。
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④クリック

会議の入口画面

※≪デバイス≫ではなく
≪ ≫と表示される
場合もあります

接続されているデバイスの
確認・選択ができます



ビデオ通話をオンにすると、
自分のカメラの映像が表示
されます

会議に参加（３）
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ビデオ通話オン/オフ
→画像はオンの状態

※会議に参加後、すぐに
ビデオ通話を開始します

会議の入口画面

マイクのオン/オフ（ミュート）
→画像はオフ（ミュート）の状態

※会議中の騒音防止のため、
マイクはオフ（ミュート）に
設定してご参加ください

マイクやWebカメラが
接続されていない場合は

この状態のままクリック
できません

⑤ ビデオ通話をオン、マイクをオフ（ミュート）に設定してください

– ③～⑤の作業、設定は仮想ロビーや会議に参加後も可能です



会議に参加（４）

⑥ 設定終了後、≪今すぐ参加≫を、クリックしてください

– クリック後、仮想ロビーに接続されます
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会議の入口画面

⑥クリック



会議に参加での注意事項（２）

• 前頁⑥の後、以下の画面が表示された場合は、再度≪今すぐ参加≫をク

リックします
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会議の入口画面

クリック後、「仮想ロビー」に
接続されます



会議に参加での注意事項（３）

• 端末上でファイアウォールのアクセス許可のポップアップが表示される場合

がありますが、≪キャンセル≫をクリックしてください

– キャンセルしてもWeb会議の使用に支障はありません
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ファイアウォールのアクセス許可のポップアップ



仮想ロビー

仮想ロビーに接続されると以下のどちらかの画面が表示されます。

順次会議に接続しますので、そのまましばらくお待ちください。
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仮想ロビー画面（１）

仮想ロビー画面（２）

会議開催前の表示

会議開催中の表示



会議画面

参加が許可されると以下のような会議の画面が表示されます。

設定がまだ終わっていない方は交流会開始までに各種設定（P16～P20参照）を

お願いします。
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会議画面 他の参加者（名前の最初の一文字）
※最大9名表示されます
※参加者のカメラがオンになっていると、

カメラ映像が表示されます
※画像の例では、「ライセンス0332」が
参加しているため、「ライセンス0332」の
最初の一文字「ラ」が表示されています

他の参加者の
ステータス



画面構成（１）
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会議の画面の構成及び各ボタンの配置は次の通りです。

① メイン画面→P15
② ウィンドウ→P15
③ カメラオン/オフ→P18
④ ミュート設定→P19
⑤ 共有トレイを開く

→使用しません

⑥ その他の操作

→P16、P20
⑦ 手を挙げる/下ろす→P21
⑧ 会話の表示→P22
⑨ 参加者を表示→P23
⑩ 退出→P24

会議画面

①メイン画面

②ウィンドウ

③～⑩はボタンです。カメラのオン/オフの切り替えや
ミュート設定などに使用します。
詳細な説明はそれぞれのページを参照してください。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
経過時間



画面構成（２）
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会議の画面には表示領域が主に2つあります。

① メイン画面

 他の参加者や共有資料を表示します ※参加者は最大9名まで表示されます

② ウィンドウ

 特定のボタンをクリックすると画面右側に開きます

 ボタンによってウィンドウの種類が異なります

②ウィンドウ

※ウィンドウは右上の
「×」で閉じます

会議の参加者や
共有資料などが
表示されます

参加者の名前や
ステータスの表示

①メイン画面
会議画面

新着の通知がある項目は
通知の件数が表示されます

① ② ③ ④

①挙手している→P21
②参加者の名前
③マイクオフ→P19
④ピン留めしている→P23



メイン画面での設定（１）

会議参加後の各デバイスの設定は次の通りです。

① PC（タブレット）にマイク、スピーカー及びWebカメラを接続します

② ≪ （その他の操作）≫→≪デバイスの設定を表示する≫をクリックします

 画面右端に「作業ウィンドウ」が表示されます（次頁）
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会議画面

クリック（1）

クリック（2）

カメラ・マイクが接続されると
白色で表示されます→



メイン画面での設定（２）

③ 「作業ウィンドウ（デバイスの設定）」に、①で接続したマイク、スピーカー及

びWebカメラ等の情報が表示されている事を確認します

– 接続したものとは異なるデバイスが表示されている、または使用するデバイスを

変更したい場合は、各デバイスのプルダウンメニューから正しいものを選択してく

ださい
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確認・選択

「デバイスの設定」には接続された
デバイス名が表示されます。
「なし」と表記されているデバイスは
接続されていません。

作業ウィンドウ



メイン画面での設定（３）

デバイスの接続後、映像・音声の設定を行います。

1. ビデオ設定

① 会議画面で≪ （カメラオン/オフ）≫をクリックし、ビデオ通話を開始します

② 画面右下にカメラ映像が表示されているか確認してください
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ビデオ通話が開始されると①のボタンが

≪ ≫に変わります。

≪ ≫のようにボタンが灰色で

表示され、クリックができない場合は

デバイスの接続が失敗しています。再度

デバイスの接続設定をご確認ください。

①クリック

会議画面

②自分のカメラ映像



メイン画面での設定（４）

2. マイク・スピーカー設定

③ 会議中の騒音防止のため≪ （ミュート設定）≫をクリックし、マイクをミュート

に設定します

④ 音量設定は各PCの「スピーカー設定」で調節してください
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会議画面

③クリック

マイクがミュートの状態では③のボタンが

≪ ≫に変わります。

質疑応答などで発言する際は

≪ （ミュート設定）≫をクリックし、ミュート

を解除します。

③のボタンが≪ ≫の状態では、マイクの

音声が入っておりますので、発表者や質問

者の妨げにならないようご注意ください。



メイン画面での設定（５）

Teams会議では全画面表示が可能です。発表資料等を大きく映したい時などにご

活用ください。

① ≪ （その他の操作）≫→≪全画面表示≫をクリックします

 元のサイズに戻したいときはキーボードの「ESC」を押してください

21中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所

会議画面

クリック（1）

クリック（2）

各種設定をした状態で、
交流会開始までお待ちください



質疑応答
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各技術の発表後、質疑応答があります。発表者に直接質問できる機会ですの

で、積極的な参加をお願いします。

• 質問手順

① ≪ （手を挙げる）≫をクリックし、手を挙げます

 再度≪ （手を下ろす）≫をクリックすると手を下ろします

② 司会より指名されましたら、手を下ろしてミュートを解除します

 状況によっては指名する順番が前後する可能性があります。ご了承ください。

③ 質問が終わりましたら再度ミュートに設定してください

①手を挙げる・下ろす②ミュート設定・解除

手を挙げると、メイン
画面の名前の隣に
挙手マークが表示
されます→

会議画面下部



インスタントメッセージ送信
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Teams会議ではIM （インスタントメッセージ：簡易的なメッセージ/チャット）を

送信できます。音声トラブルの際などにご利用ください。

① ≪ （会話の表示）≫をクリックします

② ①クリック後、「会議チャットウィンドウ」が画面右側

に表示されます

③ メッセージを入力し、【Enter】キーで送信します

④ 送信されたメッセージが表示されます

会議チャット
ウィンドウ

会議画面下部

①会話の表示
③入力

④メッセージの
表示



自分を含め、会議に参加している
ユーザーの一覧が表示されます

参加者の確認
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会議の参加者の確認は、画面下部にある≪ （参加者を表示）≫を

クリックし、「ユーザーウィンドウ」を表示します

手を挙げている

マイクオフ（ミュート）

ユーザーウィンドウ

「・・・」をクリックすると
表示されます

ピン留めとは
ピン留めした任意のユーザーをメイン画面に
常に表示する事ができます

ユーザー一覧では
参加者の名前の他に

挙手・ミュートなどの
設定も確認できます

クリック



退出

会議が終わりましたら各自退出をお願いします。
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会議画面

クリックで退出
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