
オンライン
指導の手引き

事前準備編
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当会でのオンライン指導に向けて、お手数ですが
契約時までに、以下の物をご準備いただけるよう
お願い致します。

詳細については次頁以降に記載しています。

1. パソコン（推奨環境以上）
2. ヘッドセット
書画カメラ
パソコン内蔵カメラ／外付けWebカメラ
USBについて

3. 光やCATV回線等の高速回線
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1. パソコン

事前に準備いただくもの

Windowsの場合

OS
Windows 7 SP1以降 / Windows 8.1 / Windows
10
各32bit・64bit版

CPU Core i3 2GHz以上

メモリ 2GB以上（64bit版は4GB以上）

必要
HDD
容量

200MB以上

ブラウザ Chrome最新版

サウンド
カード

High Definition Audio規格対応
(USB接続ヘッドセット使用の場合は不要)

推奨環境をご確認ください。

Macの場合

OS Mac OS X 10.7 Lion以降

モデル

iMac (2010年中期以降に発売されたモデル)

MacBook (2015年後期以降に発売されたモデル)

MacBook Pro (2011年前期以降に発売されたモデル)

MacBook Air (2011年中期以降に発売されたモデル)

Mac mini (2011年前期以降に発売されたモデル)

Mac Pro (2009年前期以降に発売されたモデル)

必要HDD
容量

200MB以上

ブラウザ Safari最新版
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スタートボタンにマウスカーソルを合わせて右クリックし、メニューを表示
させます。

表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

• Windows 10の場合

利用環境の確認手順

ここを右クリックしてください。

ここをクリックしてください。

※入力文字は大文字小文字問いません。

確認メッセージが表示された場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。

ここをクリックしてください。

表示された「ファイル名を指定して実行」文字入力ボックスに「dxdiag」
と入力し「OK」をクリックします。
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• Windows 7の場合

スタートボタンをクリックし「ファイル名を指定して実行」を表示させます。

ここをクリックしてください。

※入力文字は大文字小文字問いません。
確認メッセージが表示された場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。

「ファイル名を指定して実行」がない場合は「プログラムとファイルの検索」
の文字入力ボックスに「dxdiag」と入力しEnterキー押下ください。

表示された「ファイル名を指定して実行」文字入力ボックスに「dxdiag」
と入力し「OK」をクリックします。

ここをクリックしてください。
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• オペレーティングシステム＝OS

コンピューターやスマートフォンを動かすための基本的なソフトウェア

• プロセッサ＝CPU

中央演算処理装置、各種装置の制御やデータを処理する装置

• メモリ

データやプログラムを一時的に記憶する装置

これらが推奨環境同等以上であるかご確認ください。

表示されたDirect X 診断ツールから下記を確認します。
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サウンドタブをクリックします。

デバイスの表示があること、下部のメモ(Windows 10)や注意
(Windows 7)に「問題は見つかりませんでした。」と表示されていること
をご確認ください。

OS,CPU,メモリそれぞれの数値のいずれか一つでも推奨環境を

下回った場合は指導が困難となるため、推奨環境を満たす

パソコンの購入をお願いします。

ここをクリックしてください。
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PCを選択し、(C:) ドライブの空き領域200MB以上あることを確認して
ください。
200MBに満たないとWindowsの動作にも影響を及ぼす可能性がある
ため、不要なファイルの移動や削除等整理を行ってください。

「エクスプローラー」もしくは「エクスプローラーを開く」をクリックします。

スタートボタンにマウスカーソルを合わせて右クリックしてメニューを表示させ
ます。

ストレージの空き領域確認手順

ここを右クリックしてください。

ここをクリックしてください。

• Windowsの場合
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Appleメニューから「このMacについて」をクリックします。

• Macの場合

開いたウィンドウからmacOSの名前とモデルが推奨環境以上かご確認
ください。

ここをクリックしてください。
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ここをクリックしてください。

次に「ストレージ」を開き、利用可能域が200MB以上あることをご確認
ください。
200MBに満たないとOSの動作にも影響を及ぼす可能性があるため
不要なファイルの移動や削除等整理を行ってください。

推奨環境を下回った場合は指導が困難となるため、OSのアップ

グレードを行うか推奨環境を満たすパソコンの購入をお願いします。
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2. ヘッドセット、書画カメラ、Webカメラ

iBUFFALO 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
USB接続

ヘッドセットと書画カメラ、Webカメラをご準備ください。

※書画カメラに加えてWebカメラが必要となりますが、カメラ搭載
のノートパソコンをご使用の場合、既に外付けWebカメラを
お持ちの場合、購入する必要はございません。

ノートパソコンご使用の方でカメラの有無が不明な方は、パソコン付属の
マニュアルやメーカーのウェブページをご確認ください。

https://www.amazon.co.jp
/iBUFFALO-両耳ヘッドバンド式
ヘッドセット-USB接続-ブラック-
BSHSUH12BK/dp/B00IRTV
FI2

iBUFFALO マイク内蔵120万画素Webカメラ
HD720p対応モデル ブラック BSWHD06MBK

https://www.amazon.co.j
p/iBUFFALO-マイク内蔵120
万画素Webカメラ-HD720p
対応モデル-ブラック-
BSWHD06MBK/dp/B00G
ZAF72U Webカメラは100万画素以上であれば

差し支えありません。

書画カメラ：IPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ

https://www.amazon.co.jp/IPE
VO-5-880-4-01-00-V4K-超高解
像度USB書画カメラ
/dp/B079DLTG9F/

https://www.amazon.co.jp/iBUFFALO-%E4%B8%A1%E8%80%B3%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E5%BC%8F%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-USB%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-BSHSUH12BK/dp/B00IRTVFI2
https://www.amazon.co.jp/iBUFFALO-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%86%85%E8%94%B5120%E4%B8%87%E7%94%BB%E7%B4%A0Web%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-HD720p%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-BSWHD06MBK/dp/B00GZAF72U
https://www.amazon.co.jp/IPEVO-5-880-4-01-00-V4K-超高解像度USB書画カメラ/dp/B079DLTG9F/
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エレコム USB3.0 ハブ 4ポート ACアダプタ付 セルフ/バス
両対応 ブラック U3H-A408SBK
https://www.amazon.co.jp
エレコム-USB3-0-ACアダプタ付-
バス両対応-U3H-
A408SBK/dp/B00KKJJCXC

BUFFALO USB2.0 スマホタブレット用 セルフパワーハブ
ブラック BSH4A125MBBK
https://www.amazon.co.jp/
BUFFALO-USB2-0-スマホタブ
レット用-セルフパワーハブ-
BSH4A125MBBK/dp/B077Y
WF5FQ

楕円(Type-C)と四角い(Type-A)

アダプタを接続して使用

接続口が四角のみ
(Type-A)

USBについて

USB接続タイプのヘッドセットやカメラの利用において、パソコンに付いて
いるUSB接続口が足らないことがあります。
その場合は、電源アダプタ付属のUSBハブをご用意ください。
（電源アダプタが付属していないUSBハブの場合、供給電力が不足し、
動作不安定になることがあります。）

USBの接続口には四角(Type-A)と楕円(Type-C)があります。
ご利用のパソコンではどのタイプで接続できるかを必ずご確認
ください。
（例えば、MacbookではPC側Type-Cしかご利用いただけません。）

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-USB3-0-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E4%BB%98-%E3%83%90%E3%82%B9%E4%B8%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C-U3H-A408SBK/dp/B00KKJJCXC/ref=pd_ybh_a_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QPXTBNYQKGAF4XZTGSNR
https://www.amazon.co.jp/BUFFALO-USB2-0-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A8-%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%96-BSH4A125MBBK/dp/B077YWF5FQ
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パソコンに書画カメラとヘッドセットを接続します。

差込口はご利用のパソコンにより異なります。

ご不明な場合はパソコン付属のマニュアルをご覧ください。

システムへの接続準備
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書画カメラの機能説明

 オートフォーカススイッチ
シングルフォーカスモード(S)と継続フォーカスモード(C)を
切り替えます。
※指導では特に切り替える必要はありません。

(C)に合わせてください。

 露出調整
露出を調整します。
露出の設定の値は15段階となります。
もし、不必要な反射が発生する場合は同梱のアンチグレアシールド
を使うことを検討してください。（取り付け方法は次ページ）
カメラの下側にある溝にアンチグレアシールドをはめ込むだけで、
反射が軽減します。

 フォーカスボタン
２～３秒で被写体にピントを合わせます。

 電源ランプ
カメラを使用している場合、白く光ります。

 マイク
Ziggi-HD Plusの横にはマイクが配置されています。
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簡単に撮影するためのマルチジョイントアームを採用しています。
3つのジョイントにより、 手軽にお好みの位置にカメラを固定することが
できます。
さらに回転するヘッドにより角度の調整が可能です。

光の入り具合が悪く、画像にちらつきが見える場合があります。
部屋の照明やスタンドの光が反射して画面に入り込むことが主な原因です。
アンチグレアシールドを使用して、ちらつきを減らしたりなくしたりできます。

 アンチグレアシールドの取り付け
シールド下部の溝をカメラヘッドの側面に合わせます。
溝をカメラヘッドの両端に沿って差し込みます。
完全にはまると、シールドの穴がカメラレンズを覆い、画面を遮断しない
位置に来ます。
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3. 高速回線

ここをクリックしてください。

• 光
• CATV

上記のような高速回線での接続をご利用ください。
また宅内におかれましても、できれば有線LANにて接続ください。

インターネットへの接続速度を計測します。
（21:00 － 24:00の間で計測をお願いします。）

ここをクリックしてください。

➀ インターネットに接続できている状態でGoogle検索を
開いてください。[ https://www.google.co.jp/ ]

② 検索ボックスに「スピードテスト」と入力し検索します。
③ 検索結果に計測用のリンクが表示されますので、
「速度テストを実行」をクリックしてください。

検索結果において「速度テストを実行」ボタンが表示されない場合は、
P.17より記載している手順で接続速度の計測を行ってください。

https://www.google.co.jp/
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④ 自動的に計測が始まりますので、しばらくお待ちください。

⑤ 完了後、ダウンロード／アップロードそれぞれもしくはいずれかが
2.0Mbpsを下回った場合は音声が聞こえづらい、映像が見づらい等
指導が困難になることがあります。
その場合は、契約プロバイダ等に対処方法をご相談ください。

[Download]と[Upload]の数値を、計測した日時とともにメモ等に
残してください。（接続テスト時お伺いいたします。）
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① インターネットに接続できている状態で
下記URLから『 Speed Test by Measurement Lab 』を開きます。

[ https://speed.measurementlab.net/#/ ]

ここをクリック、
もしくはアドレスバーに直接URLを
入力してEnterキー押下ください。

インターネットへの接続速度を計測します。
（21:00 － 24:00の間で計測をお願いします。）

Googleでの検索結果よりインターネット速度テストを行えない場合
にご利用ください。

https://speed.measurementlab.net/#/
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② [ I agree to ... ]の左側をクリックして チェックを入れます。
➂ [ BEGIN ▶]をクリックしてください。

最初にここをクリックしてください。

次にここをクリックしてください。

右側が[ Starting ]と表示され、しばらくすると先にUploadを計測し、
続いてDownloadを計測します。
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2.0Mb/sを下回ると音声が聞こえづらい、映像が見づらい等

指導が困難になることがあります。

その場合は契約プロバイダ等に対処方法をご相談ください。

④ 計測が完了すると結果が表示されます。
[Download]と[Upload]の数値を、計測した日時とともにメモ等に
残してください。（接続テスト時お伺いいたします。）


