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このドキュメントには、Windows 10 バージョン 1703 (Creators Update) およびバージョン 1607 (Anniversary 

Update) 向けの Surface Hub ユーザー ガイドが含まれています。 
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このガイドについて 

『Surface Hub ユーザー ガイド』では、臨時の会議やスケジュールされている会議で使う Surface Hub  

の機能を習得します。このガイドは、Surface Hub に関するその他の情報と共に 

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub のページからオンラインでご覧いただくこともできます。 

開始する前に、以下のアイコンの意味を確認してください。 

代替 PC 接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

スイッチ、下部 I/O 
 

内蔵 PC の使用と外部 PC の使用を切り替え 

DisplayPort、下部 I/O 
 

代替 PC の入力 (通常はカバーで覆われている) 

DisplayPort、下部 I/O 
 

代替 PC の 2 番目の入力 (通常はカバーで覆われている) 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

代替 PC から内蔵周辺機器への USB 接続 (通常はカバーで覆われ

ている) 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

内蔵ハブの USB 接続 (通常はカバーで覆われている) 

 

ワイヤード接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

DisplayPort、下部 I/O 
 

ワイヤード接続 PC の入力 

HDMI、下部 I/O 
 
ワイヤード接続 PC の HDMI 入力 

VGA、下部 I/O 
 

ワイヤード接続 PC の VGA 入力 

3.5 mm、下部 I/O 
 

アナログ オーディオ入力 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

ビデオ取り込みタッチバックの USB 接続 

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
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その他の接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

USB タイプ A、側面 I/O なし USB デバイス用の 1 つの USB 3.0 接続。ウェイクオン USB 対応。 

USB タイプ A、下部 I/O (青

色の絶縁体) 
 

USB 3.0 接続 

3.5 mm、下部 I/O 
 

アナログ オーディオ出力 

DisplayPort、下部 I/O 
 

別のディスプレイへのミラーリングされたビデオ出力機能 

ハード スイッチ付き 

IEC/EN60320-C13 レセプタ

クル、下部 I/O 

なし EU 電源要件に準拠した AC 入力 

RJ45、下部 I/O 
 

イーサネットに接続 

RJ11、下部 I/O 
 

ルーム コントロール システムに接続 

警告のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

注意: 注意が必要 
 

安全な取り扱いに関する重要なメッセージを識別します。 

警告: 危険な電圧 
 

危険: 触れないでください。 

指示をお読みください 
 

安全な取り扱いに関する情報をご確認ください。 

開けないでください 
 

ユーザーが修理できる部品はありません。 
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Surface Hub の概要 

Surface Hub は、参加者が世界中に分散しているか、1 つの会議室に集まっているかにかかわらず、会議をサポ

ートすることを目的に設計されています。Skype for Business を活用することにより、臨時の会議もスケジュール

された Outlook 会議もサポートされます。 

Surface Hub には次のソフトウェア機能があります。 

 Skype for Business: Skype for Business 会議の出席依頼に Surface Hub を含めます。離れた場所にいる

参加者に Surface Hub の画面を表示できます (参加者は各自の Skype for Business ウィンドウで Surface 

Hub の画面を見ることができます)。リモート ユーザーから資料が提示された場合、その資料は Surface Hub 

の画面に表示されます。この後の「会議を開催する」を参照してください。 

 ホワイトボード: OneNote ページに似たホワイトボードの上に絵や文字を書くことができます。ドキュメントや 

Web ページからホワイトボードにテキストや絵をコピーし、注釈を付けます。完了したら、自分と、その情報を

必要とする他の関係者にページを電子メールで送信します。この後の「ホワイトボード」を参照してください。 

 アプリ: 組み込みアプリとして、Web バージョンの Microsoft Edge、Word、Excel、PowerPoint、OneNote 

が搭載されています。この後の「アプリを開く」を参照してください。 

 接続: PC、タブレット PC、携帯電話から、Surface Hub 管理者が用意したケーブルを使うか、Miracast を使

って、オーディオやビデオを Surface Hub で再生、表示します。この後の「接続」を参照してください。 
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Surface Hub の機能 

Surface Hub には、55 インチと 84 インチの 2 つのサイズがあり、 次の機能が含まれます。 

 
 

タッチスクリーン (9) タッチスクリーンを使用して、アプリを開く、ホワイトボード上に絵や

文字を書く、会議に参加する、参加者を招待するなどの操作が

できます。この後の「Surface Hub の操作」を参照してください。 

スピーカー (6) とマイク (1) ステレオ スピーカーとマイクを使って、離れた場所にいる参加者と

自然に会話できます。 

カメラ (2) Surface Hub は、話している人がリモート ユーザーに見える 

ように、2 つのカメラを自動的に切り替えます。 

モーション センサー (3) と光センサー (4) Surface Hub は、だれかが会議室に入ってきたことを感知するとウ

ェイクアップし、[ようこそ] 画面を表示します。動きが検出されなく

なると、スリープ状態に切り替わります。 
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ペン充電ドック (5) Surface Hub のペンは、充電ドックに装着できます。ペンを取り外

すとホワイトボードが開きます。ペンを使い終わったら、元のように

ドックに戻します。 

ペン 文字や絵の手書き入力、スクリーン キャプチャ、選択にはペン先

を使います。平らな端は消しゴムとして使います。 

キーボード  椅子に座り、キーボードを使って Surface Hub を操作できます。

Surface Hub 機能へのクイック アクセス用に特別なキーが用意さ

れています。この後の「Surface Hub のキーボード」を参照してくだ

さい。 

NFC リーダー  NFC リーダーを使うと、スマートフォンなどの近距離無線通信デバ

イスから Surface Hub の画面にファイルを送信できます。 

内蔵 PC (10) Surface Hub はオンボード コンピューターを備えており、Microsoft 

Edge と、PowerPoint などの Office 365 アプリがサポートされてい

ます。 

キーパッド (7) と USB 3.0 ポート (8) 

 

キーパッド キーパッドの位置は、Surface Hub 右側面のペン ドックの上 

です。キーパッドを使って画面の明るさ (3) とボリューム (4) を設定

します。この後の「Surface Hub の操作」にある「キーパッド」を参

照してください。 

キーパッドには電源ボタン (1) とソース セレクター (2) もあります。 

USB 3.0 ポート  会議で使うファイルを Surface Hub に読み込むには、USB 3.0 ポ

ート (キーパッドの (5)) を使用します。 
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ウェイク/スリープ 

Surface Hub は、だれかが会議室に入ってくるとウェイクアップし、[ようこそ] 画面を表示します。動きが検出され

なくなると、スリープ状態に切り替わります。 

注  会議室に人がいるときに Surface Hub がスリープしているように見える場合や、期待どおりに反応しない場

合は、次のことを試してみてください。 

 Surface Hub の側面にあるキーパッドで、[ソース] ボタン  を押して利用可能なビデオ入力ソ

ースを切り替えます。 

 画面の下端から上へスワイプします。表示されたメニューで、[全画面表示を終了]  を選択し 

ます。 

詳細については、この後の「[ようこそ] 画面」を参照してください。 

Surface Hub の操作 

Surface Hub は複数の方法で操作できます。 

 タッチスクリーン 

 キーパッド 

 キーボード 

Surface Hub をノート PC、タブレット PC、スマートフォンのディスプレイとして使用できます。この後の「接続」を参

照してください。 

タッチスクリーン 

Surface Hub はタッチ操作に対応しています。会議を始める、他の参加者を招待する、アプリを開く、ホワイト 

ボードに書き込む、会議の結果を自分と他の関係者に送信する。これらすべてをタッチ操作で行うことができま

す。テキストを入力する必要があるときは、タッチ キーボードが表示されます。 

タッチスクリーンは複数のユーザーで同時に使用できます。 

 ペン モードでは、同時に 3 本のペンでホワイトボードに書き込むことができます。詳細については、この後の 

「ホワイトボード」を参照してください。 
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 タッチ モードでは、同時に最大 100 ポイントのタッチがサポートされます。どのアプリでも、タッチ操作を使ってホ

ワイトボードに書き込んだり、項目を選択したりできます。 

ペン モードとタッチ モードを切り替えるには、画面の下部にあるタッチ/ペンの切り替えボタン  を選択します。 

キーパッド 

キーパッドの位置は Surface Hub の右側面です。次のボタンがあります。 

 

アイコン 説明 

 
電源: Surface Hub の電源をオンまたはオフにします。そうする必要はまれにしかあり

ません。Surface Hub は、会議室内で活動が検出されなくなると自動的にスリープ

状態になり、だれかが会議室に入ってくると自動的にウェイクアップします。 

 
ソース セレクター: すべてのビデオ入力ソース (オンボード コンピューター、

DisplayPort、HDMI ポート、VGA ポート) を順に切り替えます。 

 
明るくする: 画面の明るさを上げます。 

 
暗くする: 画面の明るさを下げます。 

 
音量を上げる: 音を大きくします。 

 
音量を下げる: 音を小さくします。 

キーパッドのインジケーター ライト 

キーパッドの LED は、次のように Surface Hub の電源状態を示します。 

LED 状態 

オフ Surface Hub は給電されていません 

白 電源はオンになっています 

アンバー 電源はオフになっています 

点滅するアンバー Surface Hub に問題が発生しています 
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ペンのインジケーター ライト 

LED 状態 

白 スリープ 

アンバー バッテリー低下 

点滅するアンバー 極度なバッテリー低下 

オフ 深いスリープ (休止) 

キーボード 

Surface Hub にはワイヤレス キーボードが付属しています。キーボードはタッチパッドを備え、一番上の列、 

左下、タッチパッドの上部に特別なキーが配置されています。 

 

一番上の列のキー 

アイコン 説明 

 通話の開始/終了: Skype for Business 通話を開始または終了します。 

 連絡先/ユーザーの追加: 人物情報ウィンドウを開きます。 

 メッセージング: メッセージング サイドバーを開きます。 

 コンテンツ: コンテンツ ウィンドウを開きます。 

 マイクのミュート/ミュート解除: マイクのミュート (消音) とミュート解除を切り替えます。 
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アイコン 説明 

 プライバシー モード: カメラのオンとオフを切り替えます。 

 サイドバーの入れ替え: サイドバーを画面の反対側に移動します。 

 ルーム カレンダー: 会議室の空き/使用中を示すカレンダーを切り替えます。 

 アクション センター: アクション センターを開きます。 

 画面の共有: 他の参加者に画面を表示するか、表示を停止するかを切り替えます。 

 全画面/全画面を終了: アクティブなアプリの全画面表示モードの有効と無効を切り替えます。 

 ホワイトボードに送信する: 選択したアプリのスクリーンショットを取得してホワイトボードに貼り付けます。 

左側のキー 

アイコン 説明 

 左クリック: マウスの左クリック ボタンと同様です。 

 音量を上げる: 音を大きくします。 

 音量を下げる: 音を小さくします。 

 ミュート: スピーカーをミュートします。 

タッチパッドの上のキー 

アイコン 説明 

 
検索: Microsoft Edge の検索機能を起動します。 

 タスク ビュー: 開いているアプリまたは閉じているアプリを選択できます。 

 セッションの終了: セッション終了までのカウントダウンを開始します (タッチスクリーンで [終了] をタップし

たときなど)。 
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ウェルカム画面 

[ようこそ] 画面は、Surface Hub がウェイクアップしたときに表示されます。セッションを終了すると、Surface Hub 

は自動的にリセットされ、[ようこそ] 画面が再び表示されます。 

 

 スケジュールされている会議に参加するには、この画面で一覧から会議を選択します。 

 会議とファイルに直接アクセスできます。 

 前の会議がまだアクティブな場合は、[再開] を選択すると再度開きます。新しい会議を開始するには、 

前の会議を終了する必要があります。 

 臨時の会議を開始するには、次のいずれかのアイコンを選択します。 
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アイコン 説明 

 
Skype: Skype for Business を使って離れた場所にいる参加者を招待し、会議を始めます。 

 
ホワイトボード: ホワイトボード アプリを起動します。ペンをドックから取り外してもホワイトボ

ードが開きます。この後の「ホワイトボード」を参照してください。 

 
Connect: ノート PC、タブレット PC、スマートフォンの画面を Surface Hub に表示します。こ

の後の「Connect」を参照してください。 

 
サインイン: ユーザーが Office 365 にサインインして会議およびファイルにアクセスできます。 

 
前回のセッションの再開: 進行中の会議に再度参加することができます。 

会議中に表示されるアイコン 

アイコン 場所 説明 

 
下部中央 スタート: すべてのアプリの一覧と、Word や PowerPoint のようなよく

使うアプリを表示します。 

 
下部中央 タスク ビュー: Surface Hub 上のアクティブなすべてのタスクを表示 

し、タスクを切り替える、2 つのタスクを並べて表示する、またはタスク

を終了する操作ができます。 

  また 
 は 

右上 全画面表示: 現在のウィンドウを全画面に拡大します。 

全画面表示を終了: 画面の下端から上にスワイプし、このアイコンを

選択します。 

 
左右どちらかの側 通話: 離れた場所にいる最初の参加者を臨時の会議に追加し 

ます。 

スケジュールされている会議の場合、または離れた場所にいる参加

者が会議に既に加わっている場合は、その他のアイコンが表示されま

す。詳細については、「会議中の操作」を参照してください。 
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アイコン 場所 説明 

 
下部中央 セッションの終了: セッションを終了します。ファイルとセッションの内容

を保存するように促すメッセージが表示されます。 

 左上または右上 左右の入れ替え: Skype for Business 通話メニューを左または右に

移動します。 

 左上または右上 最小化: Skype ウィンドウを最小化します。 

 
右上 クリップ: 現在のページのスクリーンショットをホワイトボードに配置し

ます。そのスクリーンショットに印を書き込むことができます。 

 
左右どちらかの側 People: Skype for Business の通話に参加しているユーザーを表示

します。 

 
左右どちらかの側 メッセージング: 参加者間の IM による会話を表示します。 

 
左右どちらかの側 コンテンツ: 会議スペースにアップロードされた資料の一覧を表示しま

す。 

 
右下 通知: Windows 10 搭載 PC のアクション センターのように、各種通

知を表示します。また、今後予定されている会議を表示します。 

 
右下 その他: 次のようなその他のアイコンを表示します。 

 
取り込み中 

 
音量 

 
再起動 

 
簡単操作 
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アイコン 場所 説明 

 
右下 メール: これを選択すると、会議中いつでも、その時点までの会議に

ついてのすべてのメモを任意の受信者に送信できます。この後の「デ

ータを保存する」を参照してください。 

 
右下 Skype for Business: Skype ウィンドウが最小化されているときだけ表

示されます。 

スタート画面 

 



   

 

© Microsoft 2017  15 ページ 

いつでもスタート画面に移動して、ホワイトボードにアクセスする、通話を始める、アプリを開くなどの操作ができま

す。手順は次のとおりです。 

 画面下部の [スタート]  を選択します。 

- または - 

 キーボードのスタート  キーを押します。 

アプリを開く 

Word や Excel のようなよく使うアプリは、[ようこそ] 画面のタイルから選択します。 

 

または、[スタート]  > [すべてのアプリ] を選択し、使用するアプリを選択します。 
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アプリの切り替えまたは終了 

画面下部の [タスク ビュー]  を選択し、使用するアプリを選択します。 

会議とファイル 

サインインすると、個人の会議と最近使用したドキュメントにフル アクセスできます。これらは、スタート画面に直

接組み込まれています。 

 

ヒント アプリ 

ヒント アプリは、いつでも作業を始めるための優れた方法です。困ったときや Surface Hub の機能について詳しく

知りたいときは、いつでも参照できます。 

ヒント アプリを開くには、[スタート]  > [ヒント] を選択します。 
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ホワイトボード 

ホワイトボードでは、ブレーンストーミング、図表の作成、コンテンツへの注釈の追加を行うために、複数のユーザ

ーが手描き入力、観念化、共同作業を行うことができます。ホワイトボードを使い始めるには、ペンをドッキング 

ステーションから取り外してホワイト ボードを開くか、[スタート] > [ホワイトボード] を選択します。 

フィンガーペイント モードに切り替えて指を使って書くこともできます。インクの色、選択ツール (なげなわ)、消去な

どのホワイトボードの設定は、そのホワイトボードを使っているすべてのユーザーに適用されます。 

[ホワイトボード] メニュー 

メニューはホワイトボード画面の下部にあります。 
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アイコン 説明 

 

鳥瞰図: タップすると現在のホワイトボードが縮小されて表示さ

れます。ペンや指でコンテンツを選択すると、キャンバス内に配置

できます。タップしてその場所を拡大することもできます。 

 

元に戻す: タップして直前の操作を元に戻します。注: この操

作は共同作業セッション中は使用できません。 

 

やり直す: タップして直前の操作をやり直します。注: この操作

は共同作業セッション中は使用できません。 

 

ごみ箱: ホワイトボード上のすべての書き込みを消去します。 

注: この操作は共同作業セッション中は使用できません。 

 (非アクティブ)   

 (アクティブ) 

フィンガーペイント モード: ペン (フィンガーペイントが非アクティ

ブ) とタッチ (フィンガーペイントがアクティブ) を切り替えて、手描

き入力、消去、強調表示を行います。 

 

色: 黒、赤、緑、虹、銀河、蛍光ペンの色を選択します。選ん

だ色は、すべての参加者のタッチまたはペンによる書き込みに適

用されます。高くなっているペンは、その色を使っていことを示し

ています。 
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注: 蛍光ペンは、他の色を隠さないようにその上に表示さ 

れます。 

 

消去: タッチまたはペンを使ってコンテンツを消します。[消去] を

選択すると、ペン先が消しゴムになります。その場合も、ペンの

平らな面を消しゴムとして使うことができます。 

 

ルーラー: ルーラーをタップして有効にし、指で画面に配置しま

す。配置したら、ペン (または、フィンガーペイント モードの場合

は指) を使い、ルーラーの端に沿って直線を描画します。 

 

3 本の指を使うと、ルーラーを 5 度単位で回転することができ

ます。 

 

なげなわ: 囲った領域内にあるすべての画像を選択します。な

げなわで選択した領域の内側に完全に入っている画像の周囲

に、グレーの長方形が点線で表示されます。 

 

 
  

画像のサイズを変更するには、選択した領域の四隅のいずれか

を選択してドラッグします。 

 

なげなわで選択したセクションを再配置するには、[移動] 

 を選択します。 

 

なげなわツールで選択したセクションをペンまたは指で長押しし

て、なげなわで選択した画像を切り取りまたはコピーするか、クリ

ップボードから画像を貼り付けます。 
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検索: タップして検索語句を入力し、その語句に関連する画

像を参照します。ホワイトボードは、セーフ サーチが [高レベル] 

に設定された状態で Bing 画像検索を使います。 

 

最初の結果セットは、再利用を許可するクリエイティブ コモンズ 

ライセンスを持つ画像です。[See all image results (画

像の結果をすべて表示)] をタップすると、他の結果を表示でき

ます。 

 

 

ホワイトボードで Bing 画像検索を使うには、プライバシー条項

に同意する必要があります。 

 

共有: タップすると共有チャームが表示され、画像やホワイトボ

ードの .one ファイルをメールで送信したり、OneDrive に保存

したりすることができます。 
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[インクを図形に変換] を使うと、三角形、円、四角形などの

簡単な図形がきれいな図形に自動的に変換されます。 

 

[Ink to Table (インクを表に変換)] を使うと、横方向また

は縦方向の線で 2 等分された四角形が、列と行を持ち、 

インクや他の情報を入力できる表に自動的に変換されます。 

 

[Show Angles on Shapes (図形に角度を表示)] を

使うには、[インクを図形に変換] が有効になっていている必 

要があります。図形をタップすると、各頂点の角度を表示できま

す。図形の角をドラッグすることで、角度を調整できます。 

 

歯車: タップすると、[インクを図形に変換]、[Ink to Table  

(インクを表に変換)]、[Show Angles on Shapes (図形に

角度を表示)] などの既定のスマート インク オプションを設定で

きます。 

 

フィードバック Hub からフィードバックを送信したり、Bing 画像

検索のプライバシー オプションをオンまたはオフにしたり、アプリケ

ーションの詳細情報を表示したりすることもできます。 

 

サインイン: 組織で Office 365 を使っていて OneDrive  

for Business が展開されており、Office 365 Germany 

または 21Vianet が運営する Office 365 を使っていない場

合は、[サインイン] をタップすると他の Surface Hub との共

同作業セッションを開始できます。 

 

共同作業: 名前の横のボタンをタップすると、共同作業リンクを

生成して Surface Hub で他のユーザーと共有し、同じホワイ

トボードで共同作業することができます。 

 

このボタンは、アカウントがホワイトボード共同作業機能を利用

している場合のみ表示される点に注意してください。共同作業

できるはずにもかかわらずボタンが表示されない場合は、IT 管

理者に問い合わせてください。 
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スマート インク 

ホワイトボードには、入力、描画、効率的な共同作業に役立つスマート インク機能があります。 

機能 説明 

インクを図形に変換 [インクを図形に変換] を使うと、手で描画した三角形、円、四角形、他の多角形な

どの簡単な図形が、きれいな線の図形に自動的にクリーンアップされます。 

Ink to Table  

(インクを表に変換) 

[Ink to Table (インクを表に変換)] を有効にすると、行と列を持つ表をキャンバス

に作成できるため、ホワイトボードでデータを簡単に収集して作業することができます。 

 

表を作成するには、まず四角形または正方形を描画します ([インクを図形に変換] 

を有効にしてもしなくてもかまいません)。次に、四角形または正方形を完全に 2 等

分する縦方向または横方向の線を描画します。横方向の線があると新しい行が作成 

され、縦方向の線があると新しい列が作成されます。 

   
 

表を作成したら、行または列をタップして + または – ボタンを押して削除/追加するこ

とにより、列または行を追加および削除することもできます。セル内の任意の場所を蛍

光ペンで手描き入力することによってセルを強調表示することもできます。セルをもう一

度強調表示すると強調表示が削除されます。 

Show Angles on  

Shapes (図形に角度

を表示) 

[Show Angles on Shapes (図形に角度を表示)] を使うには、[インクを図形に

変換] が有効になっており、角度が認識される図形が存在する必要があります (円で

は機能しません)。認識される図形を作成し、[Show Angles on Shapes (図形

に角度を表示)] を有効にしたら、図形をタップしてその図形の角度を表示します。図

形の頂点をドラッグすると角度を変更できます。 
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図形の角に直角の図形 ("L") を描画して、直角を自動的に作成することもできます。 

 

ホワイトボード間の共同作業 

ホワイトボードでは、同じホワイトボードで他のユーザーとリモートで共同作業できるため、リアルタイムで手描き入

力、作業、共同作業できます。 

ホワイトボード間の共同作業を使うには、組織と Surface Hub が次の要件を満たしていることを確認する必要

があります。 

 すべてのユーザー Office 365 とクラウドベースの Azure Active Directory (Azure AD) を使っている 

 共同作業を行う予定があるすべてのユーザーに OneDrive for Business が展開されている 

 現在 Office 365 Germany または 21Vianet によって運営されている Office 365 を現在利用していない 

 Surface Hub は Windows 10 バージョン 1607 以降に更新する必要がある 

ご質問がある場合は、IT 管理者に問い合わせてください。 

共同作業セッションを開始するには 

1. ホワイトボード アプリで、[サインイン] ボタンをタップします。 

2. 組織 ID を使ってサインインします。 

3. アプリの上部にある名前の横の [招待] ボタンをタップします。 

4. [セッションを開始します] をタップします。ホワイトボードにより、共有可能なリンクが生成されます。 
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5. このリンクをコピーし、別の Surface Hub との Skype チャットに貼り付けます。 

他の Surface Hub がリンクを受信すると、受信者がリンクをタップしてホワイトボードにサインインし、共同作業を

開始できます。その他のコンテンツをコピーして貼り付け、[インクを図形に変換] などのスマート インク機能を使っ

て共同作業することができます。 

完了したら、共有チャームを通じてホワイトボードの共同作業のコピーを自分用にエクスポートし、他のユーザー

が作業を続けることができるようにホワイトボードを退出することができます。 

Connect 
Connect 機能を使って、ノート PC、タブレット PC、携帯電話から Surface Hub に画面やオーディオを送って表 

示、再生できます。接続機能は、次のような特別な機能をサポートしています。 

 タッチバック: 接続したノート PC、タブレット PC、携帯電話を Surface Hub のタッチスクリーンから制御できます。 

 インクバック: インク機能をサポートしているアプリを Surface Hub に表示した場合、Surface Hub の画面で行

った書き込みが、表示元のデバイス上にあるファイルに反映されます。たとえば、だれかが Surface Hub 画面

上で Word 文書の段落を丸で囲むと、その丸が、ファイル表示元のタブレット PC 上にあるファイルに反映され

ます。タブレット PC 上でファイルを保存すると、段落を囲む丸も保存されます。 

接続はワイヤレスでも有線 (ワイヤード) でもかまいません。 
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ワイヤレス接続 

携帯電話、ノート PC、またはタブレット PC で Miracast がサポートされている場合は、これらのデバイスの画面を 

Surface Hub にワイヤレスに表示できます。方法は次のとおりです (Windows 8 またはそれ以降を使用している

場合)。 

1. スタート キー  + K キーを押すか、アクション センター  を開いて [接続] を選択します。 

2. 表示される一覧から、使用する Surface Hub の名前を選択します。 

3. 入力を求めるメッセージが表示された場合は、タッチスクリーンに表示される PIN を入力します。 

その他の種類のデバイスの場合は、製造元の Web サイトで手順を確認してください。 

ワイヤード (有線) 接続 

システム管理者が Surface Hub へのワイヤード (有線) 接続をセットアップしている場合は、ノート PC またはタブ

レット PC にケーブルをつないで接続できます。 

 デバイスに対応したビデオ ケーブル (DisplayPort、HDMI、VGA) を接続します。 

 タッチバックとインクバックを使うには、USB 2.0 ケーブルを接続してください。 

 VGA ケーブルを使う場合、オーディオを含めるには、3.5 mm のオーディオ ケーブルを接続してください。 

会議を開催する 

Surface Hub で実行するすべての活動とセッションは、会議と見なされます。会議には、臨時の会議とスケジュー

ルされた会議があります。スケジュールを設定する以外、両者に違いはありません。Surface Hub のすべての機

能とアプリケーションを両方の会議で使用できます。 

Skype for Business を使って、離れた場所にいる参加者を会議の途中で招待できます。この後の「会議中に参

加者を追加する」を参照してください。 

注  離れた場所にいる参加者が Surface Hub を使う会議に参加するには、ソフトウェアをダウンロードし、

Skype for Business を使うためのアカウントを設定することが必要な場合があります。詳細については、

skype.com で Skype のダウンロードのページを参照してください。 

  

http://www.skype.com/en/business
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ある会議の後に別の会議がスケジュールされていて、前の会議が長引いた場合でも、会議セッションはユーザー

が終了するまで開かれたままです。会議の終了時に、セッションを終了する必要があります。会議についてのメモ

を残しておく必要がある場合は、セッションを終了する前に必ず保存してください。ユーザーのプライバシーを守る

ため、セッションを終了すると、Surface Hub の会議からすべてのメモが削除されます。 

臨時の会議を開始する 

臨時の会議は複数の方法で開始できます。 

 [ようこそ] 画面でアイコンのどれかにタッチします。 

 Surface Hub のキーボードにあるスタート キー  を押します。 

 ケーブルまたは Miracast を使ってデバイスを Surface Hub に接続します。 

その後、Skype for Business で他のユーザーを会議に招待できます。 

スケジュールされた会議を開始する 

Outlook で、Surface Hub を参加者とするスケジュールされた Skype 会議を設定します。離れた場所にいる参

加者は、別の Surface Hub または各自のデバイスで Skype for Business を使って、Skype for Business 会議に

参加できます。会議出席依頼に添付した PowerPoint ファイルは、Skype for Business 会議中に Surface Hub 

で閲覧できます。スケジュールされている今後の会議が、Surface Hub の通知領域と [ようこそ] 画面に表示され

ます。スケジュールされている会議に参加するには、Surface Hub の画面から会議を選択します。 

他のユーザーを会議に招待する 

会議のスケジュール 

Outlook を使って、Skype for Business での会議のスケジュールを設定します。このとき、会議の場所にある 

Surface Hub と、他の参加者が使う予定のリモートの Surface Hub を参加者に含めます。 

会議中に参加者を追加する 

最初のユーザーを臨時の会議に追加するには: 

1. 画面の左右いずれかの側にある [通話]         を選択します。 

2. 次のいずれかの操作を行います。 

 [ユーザーの検索] を選択し、招待するユーザーの名前または電子メール アドレスを入力して、 

一覧から名前を選択します。次に、[招待] を選択します。 

招待したユーザーの Skype for Business に招待状がポップアップ表示されます。 
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 [通話する] を選択し、通話先のユーザーの番号を入力します。 

スケジュールされている会議または臨時の会議に追加のユーザーを招待するには: 

1. 画面の左右どちらかの側で [People]        を選択し、[People plus] を選択します。 . 

2. 招待する各ユーザーの電子メール アドレスを入力し、一覧から名前を選択します。次に、[招待] を選

択します。 

招待したユーザーの Skype for Business に招待状がポップアップ表示されます。 

詳細については、Skype for Business のページを参照してください。 

会議の前に 

会議の準備をするために、まだ開始していない会議に参加することができます。方法は、Surface Hub の [ようこ

そ] 画面から会議のリンクを選択するだけです。 

前の会議が実行中のままになっている場合は、予定している会議を開始する前に、前の会議を終了する必要

があります。これにより、前の会議のすべてのデータが削除されます。会議の礼儀として、終了する前に開催者

のメモとデータをメールで送信します。前の会議がスケジュールされた会議である場合は、[電子メール]  を選

択します。開催者の電子メール アドレスが自動的に入力されます。前の会議が臨時の会議であり、だれが 

Surface Hub を使っていたかがわかっている場合は、[電子メール]  を選択し、そのユーザーの電子メール アド

レスを入力します。 

会議中の操作 

会議中、ホワイトボードでメモを取ったり、図を描いたりすることができます。会議終了時、作成したメモを、メモを

必要とする関係者に OneNote ページまたは .png イメージ ファイルとして送信できます。  

https://support.skype.com/en/skype/windows-desktop/
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Skype for Business 会議中、画面の左右に追加のアイコンが表示されます。 

 

 
People: Skype for Business の通話に参加しているユーザーを表示します。 

 
メッセージング: 参加者間の IM による会話を表示します。 

 
コンテンツ: 会議スペースにアップロードされた資料の一覧を表示します。 

会議出席依頼に添付されたコンテンツにアクセスする 

Skype for Business の会議の主催者が Surface Hub に添付ファイルを表示するには、まず会議に接続中にコン

テンツを提示する必要があります。まず、会議の主催者の Skype for Business クライアントで [提示] > [コンテン

ツの管理] を選択します。 

注:  会議の添付ファイルの事前読み込みは、Skype for Business Online だけの機能です。 

 

 

Skype の会議出席依頼に添付された PowerPoint コンテンツが表示されます。共有する PowerPoint  

を選択し、左端の [このコンテンツのプレゼンテーションを開始します] アイコンをクリックします。 
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Surface Hub でこのコンテンツの表示を開始するには、ユーザーはまず暗証番号 (PIN) を要求する必要がありま

す。PIN により、未承認の閲覧からコンテンツを保護することができます。Surface Hub で、左側のメニューまたは 

Surface Hub 画面の左端から [コンテンツ]          を選択し、表示する PowerPoint ファイルを選択します。 

 

コンテンツ所有者に新しい PIN を要求するには、[コンテンツの PIN を取得] ボタンをクリックします。 
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存在するコンテンツ所有者メンバーを選択し、[送信] を選択します。迅速に PIN を取得するため、この個人は 

Surface Hub と同じルームにいる必要があります。 

 

4 桁のコードを含む電子メールがこのユーザーに送信されます。メールを受信した後、コンテンツ PIN を次のウィン

ドウに入力します。 
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PowerPoint ファイルがディスプレイとリモートの参加者に表示されます。 

離れた場所の参加者とコンテンツを共有する 

Surface Hub の画面共有は、Skype for Business での画面共有とほとんど同じです。 

 共有を開始するには、[発表] を選択します。 

 画面の共有を終了するときは、[発表の停止] を選択します。 

コンテンツを会議スペースにアップロードする 

Skype for Business セッションの前または途中、リモート ユーザーは PowerPoint ファイルを Surface Hub  

と共有したり、すべての参加者と共有したりできます。共有ファイルは Surface Hub の [コンテンツ] タブ     

に表示されます。 

メモ Skype for Business Online とオンプレミス Skype for Business で会議の添付ファイルをアップロー 

ドできます。 
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会議の参加者とファイルの共有を始めるには、Skype for Business デスクトップ クライアントで [発表]  をクリッ

クし、[PowerPoint ファイルの表示] を選択します。 

 

ファイルを選んで [開く] をクリックすると、ファイルが自動的に共有されて会議スペースにアップロードされます。 

[コンテンツ] タブのアイコン       をクリックして、表示するファイルを選択します。 

 

カメラ、マイク、ボリュームを調整する   

Skype for Business セッション中に、[メッセージング]    を選択します。次のいずれかの設定を選びます。 

 アクティブ カメラ 
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 カメラの設定を自動調整: どのカメラを使用するかを Surface Hub で決定します。カメラは、音と動き

の検出機能を使って、話している人にフォーカスを合わせます。 

各カメラの下のライトが点灯します。 

 左カメラ: 左のカメラのみを使います。 

左のカメラの下にライトが点灯します。 

 右カメラ: 右のカメラのみを使います。 

右のカメラの下にライトが点灯します。 

 カメラ オフ: 両方のカメラを無効にします。 

どちらのカメラの下にもライトは点灯しません。 

カメラを無効にするには、Surface Hub キーボードで プライバシー  キーを押す方法もあります。 

 マイクのミュート 

マイクがアクティブな場合は、[マイク]  アイコンが表示されます。ミュートされている場合は、[マイク ミュー

ト中]  アイコンが表示されます。ミュートの設定を切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。 

 タッチスクリーンで、アイコンを選択してミュートとアクティブを切り替えます。 

 キーボードで、マイク キー  を押します。 

 ボリューム コントロールの設定 

 キーパッドで、音量ボタンのいずれかを押します。 

 タッチスクリーンで、音量レベルをスライドさせて調整します。 

 キーボードで、音量を上げるボタンまたは下げるボタンを押します。 

分割スクリーン モードでアプリを使う 

2 つ目のアプリを開くと、最初のアプリの横に並んで表示されます。3 つ以上のアプリを開くこともできますが、同時

に表示できるのは 2 つだけです。複数のアプリを開く方法は、次のとおりです。 

1. 最初のアプリを開きます (たとえば、ホワイトボード アプリや Word 文書)。 

2. [スタート]  > [すべてのアプリ] を選択し、2 つ目のアプリを選択します。追加のアプリを開くには、この

操作を繰り返します。 
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. 

いずれかのアプリを非表示にするには、縦の黒いバーを、非表示にするアプリの方向にアプリが見えなくなるまでド

ラッグします。 

アプリを再度表示するか、どちらのアプリを表示するかを変更するには: 

1. 画面の下部で [タスク ビュー]  を選択します。 

2. 表示するアプリを、画面の左右どちらかにドラッグします。ドラッグした側にアプリが表示されます。 

コメント 

開いているドキュメントからページの画像をホワイトボードにコピーして書き込みをするには、ドキュメントを選択し、 

[クリップ]           を選択します。 

データを保存する 

会議を終了する前に、変更した内容を忘れずに保存してください。その方法は、どのアプリを使ったかによって異

なります。 

 ホワイトボード、Word、Excel、PowerPoint など、Surface Hub で実行するアプリで加えた変更は、関係者

またはチームに電子メールで送信する必要があります。 

 PC 上のデータを変更し、そのデータを Surface Hub に表示した場合は、PC にデータを保存できます。 

重要 会議を終了すると、データが不可逆的に失われることがあります。必ず、すべての情報をメールで送信す

るか、OneNote にアップロードしてください。方法は次のとおりです。 

1. 画面右下の [電子メール]  を選択します。 

2. [宛先:] を選択してメール アドレスを入力するか、[OneDrive] を選択して手順に従います。 

3. [送信] を選択します。 
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会議を終了する 

 

会議を終了するには、タッチスクリーンの右下隅にある [セッションの終了] を選択するか、キーボードのセッション

終了キー  を押します。 

[セッションの終了] を選択すると、カウントダウンが短時間表示されます。カウントダウン中は、戻ってデータを保

存できます。これはファイルを保存する最後の機会です。 
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会議を終了した場合: 

 会議室内のデバイスから Surface Hub に表示している場合、その接続は終了します。 

 Skype for Business 会議の場合、Surface Hub は会議から退出します。 

 Surface Hub 上で開いているアプリケーションがあれば、閉じられます。 

 会議のデータとファイルは削除されます。 

注  [セッションの終了] を選択すると、ローカル セッションのみが終了します。別の Surface Hub を使っているユ

ーザーは、すべてのアプリを開いたまま会議を続行できます。 

会議を終了し忘れた場合 

会議を終了し忘れた場合、セッションはスリープ状態になりますが、タイムアウトすることはありません。次にだれか

が会議室に入ると、[ようこそ] 画面が表示され、会議を再開するよう促すメッセージが示されます。つまり、会議

のすべてのファイルと情報を次のグループが使用できます。 
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Surface Hub を使う次のグループから、電子メールでデータを受け取ることができます。ただし、次のグループの会

議がスケジュールされている会議であるか、最後に Surface Hub をだれが使ったかを次のグループが知っている場

合に限ります。それ以外の場合、会議は次のグループによって終了され、セッションのデータはすべて破棄 

されます。 

会議を再開する 

Surface Hub に問題が発生した場合は、会議を再開することができます。 

1. データを自分宛てに電子メールで送信します。 

2. 会議を終了します。 

3. 新しい会議を開始し、保存したデータを読み込みます。 

再開によって問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。 

サインインしてミーティングとファイルを参照する 

予定されている会議や最近使用したファイルは、Surface Hub から直接表示できます。会社の環境に応じて、

アカウントのログインに使用する方法が 2 つあり、これらはわずかに異なります。簡易認証方法では、Microsoft 

Authenticator アプリケーションがインストールされた Android OS ベースの携帯電話 (6.0 以上) を使い、一意の 

PIN を入力してアクセスします。PIN が利用できない場合は、ユーザー名とパスワードの組み合わせを使って、会

議とファイルにアクセスします。どちらのオプションでも、O365 にホストされているコンテンツが必要で、Surface Hub 

でのスケジュールされた Skype for Business 会議に招待されている必要があります。 
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簡易認証方法  
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ユーザー名とパスワードの方法  
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アクセシビリティ 

簡単操作をサポートするために次のキーボード コマンドが用意されています。 

 

キーボード ショートカット 操作 目的の操作: 

スタート キー  + Enter ナレーターを有効または

無効にする 

画面上の強調表示されたテキストをナレーター

で読み上げます。 

スタート キー   + = 拡大率を大きくする 

拡大鏡を開く 

画面全体を拡大表示するか、拡大鏡のレンズ

の周辺を拡大表示します。 

(拡大鏡ツール バーで [+] を選択することもでき

ます。) 

スタート キー   + - 拡大率を小さくする 画面全体を縮小表示します。 

(拡大鏡ツール バーで [-] を選択することもでき

ます。) 

右 Shift キーを 8 秒 

間押す 

フィルター キー機能を有

効または無効にする 

速いキーボード操作やキー入力の繰り返しを無

視するか低速化して、キーボードのリピート間隔

を調整します。 

Shift (5 回) 固定キー機能を有効ま

たは無効にする 

キーボード ショートカットのキーを一度に 1 つず

つ押します。 

 

会議の後、これらの設定は既定値にリセットされます。 

拡大鏡を使う 

拡大鏡を開くには、スタート キー  を押しながら、+ キーを押し、[拡大鏡]  を選択して拡大鏡ツール バー

を開きます。 
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ツール バーを使って、拡大鏡の表示方法 (全画面、レンズ、固定) を選択する、他の拡大鏡の設定を調整す

る、拡大鏡を閉じる操作ができます。 

データを保護する 

会議終了時には毎回、データを電子メールで送信することを忘れないでください。会議を終了すると、会議 

で作成したメモや使ったファイルはすべて、Surface Hub のハード ドライブから削除されます。ドライブをワイプする

場合、Surface Hub 管理者はオンボード コンピューターを出荷時の設定にリセットすることができます。 

また、修理や交換の際に施設外に持ち出すことに不安がある場合には、管理者はハード ドライブを取り外すこ

とができます。ハード ドライブは Surface Hub に固定されていて、データにアクセスするために別の PC に装着する

ことはできません。 

データ保護ポリシーの詳細については、Surface.com の「FAQ: Surface を修理に出す場合にデータを保護する」

を参照してください。 

手入れとクリーニング 

ほとんどのガラス クリーナーはタッチスクリーンに使用できます。または、消毒用アルコールを使用できます。汚れて

いない湿った布に液体クリーナーをスプレーして、画面を拭いてください。 

注意 スプレーするクリーナーの量が多すぎると、画面の端や通気口、スピーカー、マイク、ケーブル ポートに布

から液体がたれるので、注意してください。 

キーボードとペンの手入れ 

キーボードを掃除するには、糸くずの出ない布で拭きます。キーボードには、再充電できない単 4 電池が 2 本

使われています。 

ペンは、Surface Hub の側面に装着して再充電できます。 

交換 

新しい部品、キーボード、ペンを入手するには、Surface Hub のサポートにアクセスしてください。 

詳細 

 ヒント アプリ: Surface Hub を短時間で使いこなすには、Surface Hub のスタート画面でこのアプリを選択 

します。 

 その他のドキュメント: このファイルや、保証に関する情報などについては、

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub を参照してください。 

https://www.microsoft.com/surface/en-us/support/security-sign-in-and-accounts/data-wiping-policy
http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
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Windows 10 バージョン 1607 向け Surface 

Hub ユーザー ガイド 
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このガイドについて 

『Surface Hub ユーザー ガイド』では、臨時の会議やスケジュールされている会議で使う Surface Hub  

の機能を習得します。このガイドは、Surface Hub に関するその他の情報と共に 

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub のページからオンラインでご覧いただくこともできます。 

開始する前に、以下のアイコンの意味を確認してください。 

代替 PC 接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

スイッチ、下部 I/O 
 

内蔵 PC の使用と外部 PC の使用を切り替え 

DisplayPort、下部 I/O 
 

代替 PC の入力 (通常はカバーで覆われている) 

DisplayPort、下部 I/O 
 

代替 PC の 2 番目の入力 (通常はカバーで覆われている) 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

代替 PC から内蔵周辺機器への USB 接続 (通常はカバーで覆われ

ている) 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

内蔵ハブの USB 接続 (通常はカバーで覆われている) 

 

ワイヤード接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

DisplayPort、下部 I/O 
 

ワイヤード接続 PC の入力 

HDMI、下部 I/O 
 
ワイヤード接続 PC の HDMI 入力 

VGA、下部 I/O 
 

ワイヤード接続 PC の VGA 入力 

3.5 mm、下部 I/O 
 

アナログ オーディオ入力 

USB タイプ B、下部 I/O 
 

ビデオ取り込みタッチバックの USB 接続 

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
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その他の接続のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

USB タイプ A、側面 I/O なし USB デバイス用の 1 つの USB 3.0 接続。ウェイクオン USB 対応。 

USB タイプ A、下部 I/O (青

色の絶縁体) 
 

USB 3.0 接続 

3.5 mm、下部 I/O 
 

アナログ オーディオ出力 

DisplayPort、下部 I/O 
 

別のディスプレイへのミラーリングされたビデオ出力機能 

ハード スイッチ付き 

IEC/EN60320-C13 レセプタ

クル、下部 I/O 

なし EU 電源要件に準拠した AC 入力 

RJ45、下部 I/O 
 

イーサネットに接続 

RJ11、下部 I/O 
 

ルーム コントロール システムに接続 

警告のアイコン 

コネクター、位置 アイコン 説明 

注意: 注意が必要 
 

安全な取り扱いに関する重要なメッセージを識別します。 

警告: 危険な電圧 
 

危険: 触れないでください。 

指示をお読みください 
 

安全な取り扱いに関する情報をご確認ください。 

開けないでください 
 

ユーザーが修理できる部品はありません。 
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Surface Hub の概要 

Surface Hub は、参加者が世界中に分散しているか、1 つの会議室に集まっているかにかかわらず、会議をサポ

ートすることを目的に設計されています。Skype for Business を活用することにより、臨時の会議もスケジュールさ

れた Outlook 会議もサポートされます。 

Surface Hub には次のソフトウェア機能があります。 

 Skype for Business: Skype for Business 会議の出席依頼に Surface Hub を含めます。離れた場所にいる

参加者に Surface Hub の画面を表示できます (参加者は各自の Skype for Business ウィンドウで Surface 

Hub の画面を見ることができます)。リモート ユーザーから資料が提示された場合、その資料は Surface Hub 

の画面に表示されます。この後の「会議を開催する」を参照してください。 

 OneNote ホワイトボード: OneNote ページに似たホワイトボードの上に絵や文字を書くことができます。ドキ

ュメントや Web ページからホワイトボードにテキストや絵をコピーし、注釈を付けます。完了したら、自分と、

その情報を必要とする他の関係者にページを電子メールで送信します。この後の「ホワイトボード」を参照し

てください。 

 アプリ: 組み込みアプリとして、Web バージョンの Microsoft Edge、Word、Excel、PowerPoint、OneNote が

搭載されています。この後の「アプリを開く」を参照してください。 

 接続: PC、タブレット PC、携帯電話から、Surface Hub 管理者が用意したケーブルを使うか、Miracast を使

って、オーディオやビデオを Surface Hub で再生、表示します。この後の「接続」を参照してください。 
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Surface Hub の機能 

Surface Hub には、55 インチと 84 インチの 2 つのサイズがあり、 次の機能が含まれます。 

 
 

タッチスクリーン (9) タッチスクリーンを使用して、アプリを開く、ホワイトボード上に絵や

文字を書く、会議に参加する、参加者を招待するなどの操作がで

きます。この後の「Surface Hub の操作」を参照してください。 

スピーカー (6) とマイク (1) ステレオ スピーカーとマイクを使って、離れた場所にいる参加者と

自然に会話できます。 

カメラ (2) Surface Hub は、話している人がリモート ユーザーに見えるように

、2 つのカメラを自動的に切り替えます。 

モーション センサー (3) と光センサー (4) Surface Hub は、だれかが会議室に入ってきたことを感知するとウ

ェイクアップし、[ようこそ] 画面を表示します。動きが検出されなく

なると、スリープ状態に切り替わります。 
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ペン充電ドック (5) Surface Hub のペンは、充電ドックに装着できます。ペンを取り外

すとホワイトボードが開きます。ペンを使い終わったら、元のように

ドックに戻します。 

ペン 文字や絵の手書き入力、スクリーン キャプチャ、選択にはペン先

を使います。平らな端は消しゴムとして使います。 

キーボード  椅子に座り、キーボードを使って Surface Hub を操作できます。

Surface Hub 機能へのクイック アクセス用に特別なキーが用意さ

れています。この後の「Surface Hub のキーボード」を参照してくだ

さい。 

NFC リーダー  NFC リーダーを使うと、スマートフォンなどの近距離無線通信デバ

イスから Surface Hub の画面にファイルを送信できます。 

内蔵 PC (10) Surface Hub はオンボード コンピューターを備えており、 

Microsoft Edge と、PowerPoint などの Office 365 アプリがサポー

トされています。 

キーパッド (7) と USB 3.0 ポート (8) 

 

キーパッド キーパッドの位置は、Surface Hub 右側面のペン ドックの上 

です。キーパッドを使って画面の明るさ (3) とボリューム (4) を設定

します。この後の「Surface Hub の操作」にある「キーパッド」を参

照してください。 

キーパッドには電源ボタン (1) とソース セレクター (2) もあります。 

USB 3.0 ポート  会議で使うファイルを Surface Hub に読み込むには、USB 3.0 ポ

ート (キーパッドの (5)) を使用します。 

 

  



   

 

© Microsoft 2017  54 ページ 

 

ウェイク/スリープ 

Surface Hub は、だれかが会議室に入ってくるとウェイクアップし、[ようこそ] 画面を表示します。動きが検出され

なくなると、スリープ状態に切り替わります。 

注  会議室に人がいるときに Surface Hub がスリープしているように見える場合や、期待どおりに反応しない場

合は、次のことを試してみてください。 

 Surface Hub の側面にあるキーパッドで、[ソース] ボタン  を押して利用可能なビデオ入力ソ

ースを切り替えます。 

 画面の下端から上へスワイプします。表示されたメニューで、[全画面表示を終了]  を選択 

します。 

詳細については、この後の「[ようこそ] 画面」を参照してください。 

Surface Hub の操作 

Surface Hub は複数の方法で操作できます。 

 タッチスクリーン 

 キーパッド 

 キーボード 

Surface Hub をノート PC、タブレット PC、スマートフォンのディスプレイとして使用できます。この後の「接続」を参

照してください。 

タッチスクリーン 

Surface Hub はタッチ操作に対応しています。会議を始める、他の参加者を招待する、アプリを開く、ホワイト 

ボードに書き込む、会議の結果を自分と他の関係者に送信する。これらすべてをタッチ操作で行うことがで 

きます。テキストを入力する必要があるときは、タッチ キーボードが表示されます。 

タッチスクリーンは複数のユーザーで同時に使用できます。 

 ペン モードでは、同時に 3 本のペンでホワイトボードに書き込むことができます。詳細については、この後の 

「ホワイトボード」を参照してください。 
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 タッチ モードでは、同時に最大 100 ポイントのタッチがサポートされます。どのアプリでも、タッチ操作を使ってホ

ワイトボードに書き込んだり、項目を選択したりできます。 

ペン モードとタッチ モードを切り替えるには、画面の下部にあるタッチ/ペンの切り替えボタン  を選択します。 

キーパッド 

キーパッドの位置は Surface Hub の右側面です。次のボタンがあります。 

 

アイコン 説明 

 
電源: Surface Hub の電源をオンまたはオフにします。そうする必要はまれにしかありません。

Surface Hub は、会議室内で活動が検出されなくなると自動的にスリープ状態になり、だれ

かが会議室に入ってくると自動的にウェイクアップします。 

 
ソース セレクター: すべてのビデオ入力ソース (オンボード コンピューター、DisplayPort、HDMI 

ポート、VGA ポート) を順に切り替えます。 

 
明るくする: 画面の明るさを上げます。 

 
暗くする: 画面の明るさを下げます。 

 
音量を上げる: 音を大きくします。 

 
音量を下げる: 音を小さくします。 

キーパッドのインジケーター ライト 

キーパッドの LED は、次のように Surface Hub の電源状態を示します。 

LED 状態 

オフ Surface Hub は給電されていません 

白 電源はオンになっています 

アンバー 電源はオフになっています 

点滅するアンバー Surface Hub に問題が発生しています 
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ペンのインジケーター ライト 

LED 状態 

白 スリープ 

アンバー バッテリー低下 

点滅するアンバー 極度なバッテリー低下 

オフ 深いスリープ (休止) 

キーボード 

Surface Hub にはワイヤレス キーボードが付属しています。キーボードはタッチパッドを備え、一番上の列、左下、

タッチパッドの上部に特別なキーが配置されています。 

 

一番上の列のキー 

アイコン 説明 

 通話の開始/終了: Skype for Business 通話を開始または終了します。 

 連絡先/ユーザーの追加: 人物情報ウィンドウを開きます。 

 メッセージング: メッセージング サイドバーを開きます。 

 コンテンツ: コンテンツ ウィンドウを開きます。 

 マイクのミュート/ミュート解除: マイクのミュート (消音) とミュート解除を切り替えます。 
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アイコン 説明 

 プライバシー モード: カメラのオンとオフを切り替えます。 

 サイドバーの入れ替え: サイドバーを画面の反対側に移動します。 

 ルーム カレンダー: 会議室の空き/使用中を示すカレンダーを切り替えます。 

 アクション センター: アクション センターを開きます。 

 画面の共有: 他の参加者に画面を表示するか、表示を停止するかを切り替えます。 

 全画面/全画面を終了: アクティブなアプリの全画面表示モードの有効と無効を切り替えます。 

 ホワイトボードに送信する: 選択したアプリのスクリーンショットを取得してホワイトボードに貼り付けます。 

左側のキー 

アイコン 説明 

 左クリック: マウスの左クリック ボタンと同様です。 

 音量を上げる: 音を大きくします。 

 音量を下げる: 音を小さくします。 

 ミュート: スピーカーをミュートします。 

タッチパッドの上のキー 

アイコン 説明 

 
検索: Microsoft Edge の検索機能を起動します。 

 タスク ビュー: 開いているアプリまたは閉じているアプリを選択できます。 

 セッションの終了: セッション終了までのカウントダウンを開始します (タッチスクリーンで [終了] をタップし

たときなど)。 
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ウェルカム画面 

[ようこそ] 画面は、Surface Hub がウェイクアップしたときに表示されます。セッションを終了すると、Surface Hub 

は自動的にリセットされ、[ようこそ] 画面が再び表示されます。 

 前の会議がまだアクティブな場合は、[再開] を選択すると再度開きます。新しい会議を開始するには、前

の会議を終了する必要があります。 

 スケジュールされている会議に参加するには、この画面で一覧から会議を選択します。 

 臨時の会議を開始するには、次のいずれかのアイコンを選択します。 

 

アイコン 説明 

 
通話: Skype for Business を使って離れた場所にいる参加者を招待し、会議を始めます。 

 
ホワイトボード: ホワイトボード アプリを起動します。ペンをドックから取り外してもホワイトボ

ードが開きます。この後の「ホワイトボード」を参照してください。 

 
Connect: ノート PC、タブレット PC、スマートフォンの画面を Surface Hub に表示します。こ

の後の「Connect」を参照してください。 

会議中に表示されるアイコン 

アイコン 場所 説明 

 
下部中央 検索: Microsoft Edge の検索機能を開きます。 

 
下部中央 スタート: すべてのアプリの一覧と、Word や PowerPoint のようなよく

使うアプリを表示します。 

 
下部中央 タスク ビュー: Surface Hub 上のアクティブなすべてのタスクを表 

示し、タスクを切り替える、2 つのタスクを並べて表示する、またはタス

クを終了する操作ができます。 
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アイコン 場所 説明 

          または  右上 全画面表示: 現在のウィンドウを全画面に拡大します。 

全画面表示を終了: 画面の下端から上にスワイプし、このアイコンを

選択します。 

 
右上 コメント: 現在のページのスクリーンショットをホワイトボードに配置し

ます。そのスクリーンショットに印を書き込むことができます。 

 
左右どちらかの

側 

通話: 離れた場所にいる最初の参加者を臨時の会議に追加します。 

スケジュールされている会議の場合、または離れた場所にいる参加

者が会議に既に加わっている場合は、その他のアイコンが表示されま

す。詳細については、「会議中の操作」を参照してください。 

 
右下 終了: セッションを終了します。ファイルとセッションの内容を保存する

ように促すメッセージが表示されます。 

 
右下 通知: Windows 10 搭載 PC のアクション センターのように、各種通

知を表示します。また、今後予定されている会議を表示します。 

 
右下 その他: 次のようなその他のアイコンを表示します。 

 
取り込み中 

 
音量 

 
再起動 

 

 
右下 メール: これを選択すると、会議中いつでも、その時点までの会議に

ついてのすべてのメモを任意の受信者に送信できます。この後の 

「データを保存する」を参照してください。 
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スタート画面 

 

いつでもスタート画面に移動して、ホワイトボードにアクセスする、通話を始める、アプリを開くなどの操作がで 

きます。手順は次のとおりです。 

 画面下部の [スタート]  を選択します。 

- または - 

 キーボードのスタート  キーを押します。 

アプリを開く 

Word や Excel のようなよく使うアプリは、[ようこそ] 画面のタイルから選択します。 
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または、[スタート]  > [すべてのアプリ] を選択し、使用するアプリを選択します。 

アプリの切り替えまたは終了 

画面下部の [タスク ビュー]  を選択し、使用するアプリを選択します。 

はじめにアプリ 

スタート ガイド アプリは、いつでも作業を始めることができる優れた方法です。困ったときや Surface Hub の機能

について詳しく知りたいときは、いつでも参照できます。 

スタート ガイド アプリを開くには、[スタート]  > [開始する] を選択します。 
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ホワイトボード 

ホワイトボードでは、ブレーンストーミング、図表の作成、コンテンツへの注釈の追加を行うために、複数のユーザ

ーが手描き入力、観念化、共同作業を行うことができます。ホワイトボードを使い始めるには、ペンをドッキング 

ステーションから取り外してホワイト ボードを開くか、[スタート] > [ホワイトボード] を選択します。 

フィンガーペイント モードに切り替えて指を使って書くこともできます。インクの色、選択ツール (なげなわ)、消去な

どのホワイトボードの設定は、そのホワイトボードを使っているすべてのユーザーに適用されます。 

[ホワイトボード] メニュー 

メニューはホワイトボード画面の下部にあります。 
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アイコン 説明 

 

鳥瞰図: タップすると現在のホワイトボードが縮小されて表示さ

れます。ペンや指でコンテンツを選択すると、キャンバス内に配置

できます。タップしてその場所を拡大することもできます。 

 

元に戻す: タップして直前の操作を元に戻します。注: この操作

は共同作業セッション中は使用できません。 

 

やり直す: タップして直前の操作をやり直します。注: この操作は

共同作業セッション中は使用できません。 

 

ごみ箱: ホワイトボード上のすべての書き込みを消去します。 

注: この操作は共同作業セッション中は使用できません。 

 (非アクティブ)     

 (アクティブ) 

フィンガーペイント モード: ペン (フィンガーペイントが非アクテ 

ィブ) とタッチ (フィンガーペイントがアクティブ) を切り替えて、 

手描き入力、消去、強調表示を行います。 

 

色: 黒、赤、緑、虹、銀河、蛍光ペンの色を選択します。選んだ

色は、すべての参加者のタッチまたはペンによる書き込みに適用

されます。高くなっているペンは、その色を使っていことを示してい

ます。 
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注: 蛍光ペンは、他の色を隠さないようにその上に表示されます。 

 

消去: タッチまたはペンを使ってコンテンツを消します。[消去] を

選択すると、ペン先が消しゴムになります。その場合も、ペンの平

らな面を消しゴムとして使うことができます。 

 

ルーラー: ルーラーをタップして有効にし、指で画面に配置します。

配置したら、ペン (または、フィンガーペイント モードの場合は指)  

を使い、ルーラーの端に沿って直線を描画します。 

 

3 本の指を使うと、ルーラーを 5 度単位で回転することがで 

きます。 

 

なげなわ: 囲った領域内にあるすべての画像を選択します。なげ

なわで選択した領域の内側に完全に入っている画像の周囲に、

グレーの長方形が点線で表示されます。 

 

 
  

画像のサイズを変更するには、選択した領域の四隅のいずれか

を選択してドラッグします。 

 

なげなわで選択したセクションを再配置するには、[移動] 

 を選択します。 

 

なげなわツールで選択したセクションをペンまたは指で長押し 

して、なげなわで選択した画像を切り取りまたはコピーするか、 

クリップボードから画像を貼り付けます。 

 

検索: タップして検索語句を入力し、その語句に関連する画像

を参照します。ホワイトボードは、セーフ サーチが [高レベル] に

設定された状態で Bing 画像検索を使います。 
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最初の結果セットは、再利用を許可するクリエイティブ コモンズ 

ライセンスを持つ画像です。[See all image results (画

像の結果をすべて表示)] をタップすると、他の結果を表示でき

ます。 

 

 

ホワイトボードで Bing 画像検索を使うには、プライバシー条項

に同意する必要があります。 

 

共有: タップすると共有チャームが表示され、画像やホワイトボー

ドの .one ファイルをメールで送信したり、OneDrive に保存し

たりすることができます。 
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[インクを図形に変換] を使うと、三角形、円、四角形などの簡

単な図形がきれいな図形に自動的に変換されます。 

 

[Ink to Table (インクを表に変換)] を使うと、横方向また

は縦方向の線で 2 等分された四角形が、列と行を持ち、インク

や他の情報を入力できる表に自動的に変換されます。 

 

[Show Angles on Shapes (図形に角度を表示)] を使

うには、 

[インクを図形に変換] が有効になっていている必要があり 

ます。図形をタップすると、各頂点の角度を表示できます。図形

の角をドラッグすることで、角度を調整できます。 

 

歯車: タップすると、[インクを図形に変換]、[Ink to Table 

 (インクを表に変換)]、[Show Angles on Shapes (図形に

角度を表示)] などの既定のスマート インク オプションを設定で

きます。 

 

フィードバック Hub からフィードバックを送信したり、Bing 画像

検索のプライバシー オプションをオンまたはオフにしたり、アプリケー

ションの詳細情報を表示したりすることもできます。 

 

サインイン: 組織で Office 365 を使っていて OneDrive for 

Business が展開されており、Office 365 Germany または 

21Vianet が運営する Office 365 を使っていない場合は、[

サインイン] をタップすると他の Surface Hub との共同作業セ

ッションを開始できます。 

 

共同作業: 名前の横のボタンをタップすると、共同作業リンクを

生成して Surface Hub で他のユーザーと共有し、同じホワイト

ボードで共同作業することができます。 

 

このボタンは、アカウントがホワイトボード共同作業機能を利用し

ている場合のみ表示される点に注意してください。共同作業でき

るはずにもかかわらずボタンが表示されない場合は、IT 管理者

に問い合わせてください。 
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スマート インク 

ホワイトボードには、入力、描画、効率的な共同作業に役立つスマート インク機能があります。 

機能 説明 

インクを図形に変換 [インクを図形に変換] を使うと、手で描画した三角形、円、四角形、他の多角形

などの簡単な図形が、きれいな線の図形に自動的にクリーンアップされます。 

Ink to Table (イン

クを表に変換) 

[Ink to Table (インクを表に変換)] を有効にすると、行と列を持つ表をキャ 

ンバスに作成できるため、ホワイトボードでデータを簡単に収集して作業することがで

きます。 

 

表を作成するには、まず四角形または正方形を描画します ([インクを図形に変換

] を有効にしてもしなくてもかまいません)。次に、四角形または正方形を完全に 2 

等分する縦方向または横方向の線を描画します。横方向の線があると新しい行が

作成され、縦方向の線があると新しい列が作成されます。 

   
 

表を作成したら、行または列をタップして + または – ボタンを押して削除/追加す

ることにより、列または行を追加および削除することもできます。セル内の任意の場

所を蛍光ペンで手描き入力することによってセルを強調表示することもできます。セ

ルをもう一度強調表示すると強調表示が削除されます。 

Show Angles on 

Shapes (図形に角

度を表示) 

[Show Angles on Shapes (図形に角度を表示)] を使うには、[インクを図形

に変換] が有効になっており、角度が認識される図形が存在する必要があります  

(円では機能しません)。認識される図形を作成し、[Show Angles on  

Shapes (図形に角度を表示)] を有効にしたら、図形をタップしてその図形の角

度を表示します。図形の頂点をドラッグすると角度を変更できます。 
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図形の角に直角の図形 ("L") を描画して、直角を自動的に作成することも 

できます。 

 

ホワイトボード間の共同作業 

ホワイトボードでは、同じホワイトボードで他のユーザーとリモートで共同作業できるため、リアルタイムで手描き入

力、作業、共同作業できます。 
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ホワイトボード間の共同作業を使うには、組織と Surface Hub が次の要件を満たしていることを確認する必要

があります。 

 すべてのユーザー Office 365 とクラウドベースの Azure Active Directory (Azure AD) を使っている 

 共同作業を行う予定があるすべてのユーザーに OneDrive for Business が展開されている 

 現在 Office 365 Germany または 21Vianet によって運営されている Office 365 を現在利用していない 

 Surface Hub は Windows 10 バージョン 1607 以降に更新する必要がある 

ご質問がある場合は、IT 管理者に問い合わせてください。 

共同作業セッションを開始するには 

1. ホワイトボード アプリで、[サインイン] ボタンをタップします。 

2. 組織 ID を使ってサインインします。 

3. アプリの上部にある名前の横の [招待] ボタンをタップします。 

4. [セッションを開始します] をタップします。ホワイトボードにより、共有可能なリンクが生成されます。 

 

5. このリンクをコピーし、別の Surface Hub との Skype チャットに貼り付けます。 

他の Surface Hub がリンクを受信すると、受信者がリンクをタップしてホワイトボードにサインインし、共同作業を

開始できます。その他のコンテンツをコピーして貼り付け、[インクを図形に変換] などのスマート インク機能を使っ

て共同作業することができます。 
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完了したら、共有チャームを通じてホワイトボードの共同作業のコピーを自分用にエクスポートし、他のユーザー

が作業を続けることができるようにホワイトボードを退出することができます。 

Connect 
Connect 機能を使って、ノート PC、タブレット PC、携帯電話から Surface Hub に画面やオーディオを送っ 

て表示、再生できます。接続機能は、次のような特別な機能をサポートしています。 

 タッチバック: 接続したノート PC、タブレット PC、携帯電話を Surface Hub のタッチスクリーンから制御できます。 

 インクバック: インク機能をサポートしているアプリを Surface Hub に表示した場合、Surface Hub の画面で行

った書き込みが、表示元のデバイス上にあるファイルに反映されます。たとえば、だれかが Surface Hub 画面

上で Word 文書の段落を丸で囲むと、その丸が、ファイル表示元のタブレット PC 上にあるファイルに反映され

ます。タブレット PC 上でファイルを保存すると、段落を囲む丸も保存されます。 

接続はワイヤレスでも有線 (ワイヤード) でもかまいません。 

ワイヤレス接続 

携帯電話、ノート PC、またはタブレット PC で Miracast がサポートされている場合は、これらのデバイスの画面を 

Surface Hub にワイヤレスに表示できます。方法は次のとおりです (Windows 8 またはそれ以降を使用している

場合)。 

1. スタート キー  + K キーを押すか、アクション センター  を開いて [接続] を選択します。 

2. 表示される一覧から、使用する Surface Hub の名前を選択します。 

3. 入力を求めるメッセージが表示された場合は、タッチスクリーンに表示される PIN を入力します。 

その他の種類のデバイスの場合は、製造元の Web サイトで手順を確認してください。 

ワイヤード (有線) 接続 

システム管理者が Surface Hub へのワイヤード (有線) 接続をセットアップしている場合は、ノート PC またはタブ

レット PC にケーブルをつないで接続できます。 

 デバイスに対応したビデオ ケーブル (DisplayPort、HDMI、VGA) を接続します。 

 タッチバックとインクバックを使うには、USB 2.0 ケーブルを接続してください。 

 VGA ケーブルを使う場合、オーディオを含めるには、3.5 mm のオーディオ ケーブルを接続してください。 
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会議を開催する 

Surface Hub で実行するすべての活動とセッションは、会議と見なされます。会議には、臨時の会議とスケジュー

ルされた会議があります。スケジュールを設定する以外、両者に違いはありません。Surface Hub のすべての機

能とアプリケーションを両方の会議で使用できます。 

Skype for Business を使って、離れた場所にいる参加者を会議の途中で招待できます。この後の「会議中に参

加者を追加する」を参照してください。 

注  離れた場所にいる参加者が Surface Hub を使う会議に参加するには、ソフトウェアをダウンロードし、Skype 

for Business を使うためのアカウントを設定することが必要な場合があります。詳細については、skype.com 

で Skype のダウンロードのページを参照してください。 

ある会議の後に別の会議がスケジュールされていて、前の会議が長引いた場合でも、会議セッションはユーザー

が終了するまで開かれたままです。会議の終了時に、セッションを終了する必要があります。会議についてのメモ

を残しておく必要がある場合は、セッションを終了する前に必ず保存してください。ユーザーのプライバシーを守る

ため、セッションを終了すると、Surface Hub の会議からすべてのメモが削除されます。 

臨時の会議を開始する 

臨時の会議は複数の方法で開始できます。 

 [ようこそ] 画面でアイコンのどれかにタッチします。 

 Surface Hub のキーボードにあるスタート キー  を押します。 

 ケーブルまたは Miracast を使ってデバイスを Surface Hub に接続します。 

その後、Skype for Business で他のユーザーを会議に招待できます。 

スケジュールされた会議を開始する 

Outlook で、Surface Hub を参加者とするスケジュールされた Skype 会議を設定します。離れた場所にいる参

加者は、別の Surface Hub または各自のデバイスで Skype for Business を使って、Skype for Business 会議に

参加できます。会議出席依頼に添付した PowerPoint ファイルは、Skype for Business 会議中に Surface Hub 

で閲覧できます。スケジュールされている今後の会議が、Surface Hub の通知領域と [ようこそ] 画面に表示され

ます。スケジュールされている会議に参加するには、Surface Hub の画面から会議を選択します。 

http://www.skype.com/en/business
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他のユーザーを会議に招待する 

会議のスケジュール 

Outlook を使って、Skype for Business での会議のスケジュールを設定します。このとき、会議の場所にある 

Surface Hub と、他の参加者が使う予定のリモートの Surface Hub を参加者に含めます。 

会議中に参加者を追加する 

最初のユーザーを臨時の会議に追加するには: 

1. 画面の左右いずれかの側にある [通話]          を選択します。 

2. 次のいずれかの操作を行います。 

 [ユーザーの検索] を選択し、招待するユーザーの名前または電子メール アドレスを入力して、一

覧から名前を選択します。次に、[招待] を選択します。 

招待したユーザーの Skype for Business に招待状がポップアップ表示されます。 

 [通話する] を選択し、通話先のユーザーの番号を入力します。 

スケジュールされている会議または臨時の会議に追加のユーザーを招待するには: 

1. 画面の左右どちらかの側で [People]         を選択し、[People plus]  を選択します。 

2. 招待する各ユーザーの電子メール アドレスを入力し、一覧から名前を選択します。次に、[招待] を選

択します。 

招待したユーザーの Skype for Business に招待状がポップアップ表示されます。 

詳細については、Skype for Business のページを参照してください。 

会議の前に 

会議の準備をするために、まだ開始していない会議に参加することができます。方法は、Surface Hub の [ようこ

そ] 画面から会議のリンクを選択するだけです。 

前の会議が実行中のままになっている場合は、予定している会議を開始する前に、前の会議を終了する必要

があります。これにより、前の会議のすべてのデータが削除されます。会議の礼儀として、終了する前に開催者

のメモとデータをメールで送信します。前の会議がスケジュールされた会議である場合は、[電子メール]  を選

択します。開催者の電子メール アドレスが自動的に入力されます。前の会議が臨時の会議であり、だれが 

Surface Hub を使っていたかがわかっている場合は、[電子メール]  を選択し、そのユーザーの電子メール アド

レスを入力します。 

https://support.skype.com/en/skype/windows-desktop/
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会議中の操作 

会議中、ホワイトボードでメモを取ったり、図を描いたりすることができます。会議終了時、作成したメモを、メモを

必要とする関係者に OneNote ページまたは .png イメージ ファイルとして送信できます。 

Skype for Business 会議中、画面の左右に追加のアイコンが表示されます。 

 

 
People: Skype for Business の通話に参加しているユーザーを表示します。 

 
メッセージング: 参加者間の IM による会話を表示します。 

 
コンテンツ: 会議スペースにアップロードされた資料の一覧を表示します。 

会議出席依頼に添付されたコンテンツにアクセスする 

Skype for Business の会議の主催者が Surface Hub に添付ファイルを表示するには、まず会議に接続中にコン

テンツを提示する必要があります。まず、会議の主催者の Skype for Business クライアントで [提示] > [コンテン

ツの管理] を選択します。 

注:  会議の添付ファイルの事前読み込みは、Skype for Business Online だけの機能です。 
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Skype の会議出席依頼に添付された PowerPoint コンテンツが表示されます。共有する PowerPoint  

を選択し、左端の [このコンテンツのプレゼンテーションを開始します] アイコンを         クリックします。 

 

 

Surface Hub でこのコンテンツの表示を開始するには、ユーザーはまず暗証番号 (PIN) を要求する必要があり 

ます。PIN により、未承認の閲覧からコンテンツを保護することができます。Surface Hub で、左側のメニューまた

は Surface Hub 画面の左端から [コンテンツ]         を選択し、表示する PowerPoint ファイルを選択します。 
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コンテンツ所有者に新しい PIN を要求するには、[コンテンツの PIN を取得] ボタンをクリックします。 

 

 

存在するコンテンツ所有者メンバーを選択し、[送信] を選択します。迅速に PIN を取得するため、この個人は 

Surface Hub と同じルームにいる必要があります。 
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4 桁のコードを含む電子メールがこのユーザーに送信されます。メールを受信した後、コンテンツ PIN を次のウィン

ドウに入力します。 

 

 

PowerPoint ファイルがディスプレイとリモートの参加者に表示されます。 
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離れた場所の参加者とコンテンツを共有する 

Surface Hub の画面共有は、Skype for Business での画面共有とほとんど同じです。 

 共有を開始するには、[発表] を選択します。 

 画面の共有を終了するときは、[発表の停止] を選択します。 

コンテンツを会議スペースにアップロードする 

Skype for Business セッション中、リモート ユーザーは PowerPoint ファイルを Surface Hub と共有したり、すべて

の参加者と共有したりできます。共有ファイルは Surface Hub の [コンテンツ] タブ   に表示されます。 

会議の参加者とファイルの共有を始めるには、Skype for Business デスクトップ クライアントで [発表]  をクリッ

クし、[PowerPoint ファイルの表示] を選択します。 

 

ファイルを選んで [開く] をクリックすると、ファイルが自動的に共有されて会議スペースにアップロードされます。[コ

ンテンツ] タブのアイコン      をクリックして、表示するファイルを選択します。 
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カメラ、マイク、ボリュームを調整する 

Skype for Business セッション中に、[メッセージング]    を選択します。次のいずれかの設定を選びます。 

 アクティブ カメラ 

 カメラの設定を自動調整: どのカメラを使用するかを Surface Hub で決定します。カメラは、音と動き

の検出機能を使って、話している人にフォーカスを合わせます。 

各カメラの下のライトが点灯します。 

 左カメラ: 左のカメラのみを使います。 

左のカメラの下にライトが点灯します。 

 右カメラ: 右のカメラのみを使います。 

右のカメラの下にライトが点灯します。 

 カメラ オフ: 両方のカメラを無効にします。 

どちらのカメラの下にもライトは点灯しません。 

カメラを無効にするには、Surface Hub キーボードで プライバシー  キーを押す方法もあります。 

 マイクのミュート 

マイクがアクティブな場合は、[マイク]  アイコンが表示されます。ミュートされている場合は、[マイク ミュー

ト中]  アイコンが表示されます。ミュートの設定を切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。 

 タッチスクリーンで、アイコンを選択してミュートとアクティブを切り替えます。 
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. 

 キーボードで、マイク キー  を押します。 

 ボリューム コントロールの設定 

 キーパッドで、音量ボタンのいずれかを押します。 

 タッチスクリーンで、音量レベルをスライドさせて調整します。 

 キーボードで、音量を上げるボタンまたは下げるボタンを押します。 

分割スクリーン モードでアプリを使う 

2 つ目のアプリを開くと、最初のアプリの横に並んで表示されます。3 つ以上のアプリを開くこともできますが、同時

に表示できるのは 2 つだけです。複数のアプリを開く方法は、次のとおりです。 

1. 最初のアプリを開きます (たとえば、ホワイトボード アプリや Word 文書)。 

2. [スタート]  > [すべてのアプリ] を選択し、2 つ目のアプリを選択します。追加のアプリを開くには、この

操作を繰り返します。 

いずれかのアプリを非表示にするには、縦の黒いバーを、非表示にするアプリの方向にアプリが見えなくなるまでド

ラッグします。 

アプリを再度表示するか、どちらのアプリを表示するかを変更するには: 

1. 画面の下部で [タスク ビュー]  を選択します。 

2. 表示するアプリを、画面の左右どちらかにドラッグします。ドラッグした側にアプリが表示されます。 

コメント 

開いているドキュメントからページの画像をホワイトボードにコピーして書き込みをするには、ドキュメン 

トを選択し、[コメント]          を選択します。 

データを保存する 

会議を終了する前に、変更した内容を忘れずに保存してください。その方法は、どのアプリを使ったかによって異

なります。 

 ホワイトボード、Word、Excel、PowerPoint など、Surface Hub で実行するアプリで加えた変更は、関係者

またはチームに電子メールで送信する必要があります。 

 PC 上のデータを変更し、そのデータを Surface Hub に表示した場合は、PC にデータを保存できます。 
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重要 会議を終了すると、データが不可逆的に失われることがあります。必ず、すべての情報をメールで送信

するか、OneNote にアップロードしてください。方法は次のとおりです。 

1. 画面右下の [電子メール]  を選択します。 

2. [宛先:] を選択してメール アドレスを入力するか、[OneDrive] を選択して手順に従います。 

3. [送信] を選択します。 

会議を終了する 

 

会議を終了するには、タッチスクリーンの右下隅にある [完了] を選択するか、キーボードのセッション終了キー 

 を押します。 

[終了] を選択すると、カウントダウンが短時間表示されます。カウントダウン中は、戻ってデータを保存できます。

これはファイルを保存する最後の機会です。 
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会議を終了した場合: 

 会議室内のデバイスから Surface Hub に表示している場合、その接続は終了します。 

 Skype for Business 会議の場合、Surface Hub は会議から退出します。 

 Surface Hub 上で開いているアプリケーションがあれば、閉じられます。 

 会議のデータとファイルは削除されます。 

注  [終了] を選択すると、ローカル セッションのみが終了します。別の Surface Hub を使っているユー 

ザーは、すべてのアプリを開いたまま会議を続行できます。 

会議を終了し忘れた場合 

会議を終了し忘れた場合、セッションはスリープ状態になりますが、タイムアウトすることはありません。次にだれか

が会議室に入ると、[ようこそ] 画面が表示され、会議を再開するよう促すメッセージが示されます。つまり、会議

のすべてのファイルと情報を次のグループが使用できます。 

Surface Hub を使う次のグループから、電子メールでデータを受け取ることができます。ただし、次のグループの会議

がスケジュールされている会議であるか、最後に Surface Hub をだれが使ったかを次のグループが知っている場合に

限ります。それ以外の場合、会議は次のグループによって終了され、セッションのデータはすべて破棄されます。 
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会議を再開する 

Surface Hub に問題が発生した場合は、会議を再開することができます。 

1. データを自分宛てに電子メールで送信します。 

2. 会議を終了します。 

3. 新しい会議を開始し、保存したデータを読み込みます。 

再開によって問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。 

アクセシビリティ 

簡単操作をサポートするために次のキーボード コマンドが用意されています。 

 

キーボード ショートカット 操作 目的の操作: 

スタート キー  + Enter ナレーターを有効または

無効にする 

画面上の強調表示されたテキストをナレーター

で読み上げます。 

スタート キー  + 等号 (=) 拡大率を大きくする 

拡大鏡を開く 

画面全体を拡大表示するか、拡大鏡のレンズ

の周辺を拡大表示します。 

(拡大鏡ツール バーで [+] を選択することもで 

きます。) 

スタート キー  + マイナス

記号 (-) 

拡大率を小さくする 画面全体を縮小表示します。 

(拡大鏡ツール バーで [-] を選択することもで 

きます。) 

右 Shift キーを 8 秒間押す フィルター キー機能を有

効または無効にする 

速いキーボード操作やキー入力の繰り返しを無

視するか低速化して、キーボードのリピート間隔

を調整します。 

Shift (5 回) 固定キー機能を有効ま

たは無効にする 

キーボード ショートカットのキーを一度に 1 つず

つ押します。 

 

会議の後、これらの設定は既定値にリセットされます。  
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拡大鏡を使う 

拡大鏡を開くには、スタート キー  を押しながら + キーを押し、[拡大鏡]  を選択して拡大鏡ツール バーを

開きます。 

 

ツール バーを使って、拡大鏡の表示方法 (全画面、レンズ、固定) を選択する、他の拡大鏡の設定を調整す

る、拡大鏡を閉じる操作ができます。 

データを保護する 

会議終了時には毎回、データを電子メールで送信することを忘れないでください。会議を終了すると、会議で 

作成したメモや使ったファイルはすべて、Surface Hub のハード ドライブから削除されます。ドライブをワイプする 

場合、Surface Hub 管理者はオンボード コンピューターを出荷時の設定にリセットすることができます。 

また、修理や交換の際に施設外に持ち出すことに不安がある場合には、管理者はハード ドライブを取り外すこ

とができます。ハード ドライブは Surface Hub に固定されていて、データにアクセスするために別の PC に装着する

ことはできません。 

データ保護ポリシーの詳細については、Surface.com の「FAQ: Surface を修理に出す場合にデータを保護する」

を参照してください。 

手入れとクリーニング 

ほとんどのガラス クリーナーはタッチスクリーンに使用できます。または、消毒用アルコールを使用できます。汚れて

いない湿った布に液体クリーナーをスプレーして、画面を拭いてください。 

注意 スプレーするクリーナーの量が多すぎると、画面の端や通気口、スピーカー、マイク、ケーブル ポートに布

から液体がたれるので、注意してください。 

キーボードとペンの手入れ 

キーボードを掃除するには、糸くずの出ない布で拭きます。キーボードには、再充電できない単 4 電池が 2 本

使われています。 

ペンは、Surface Hub の側面に装着して再充電できます。 

https://www.microsoft.com/surface/en-us/support/security-sign-in-and-accounts/data-wiping-policy
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交換 

新しい部品、キーボード、ペンを入手するには、Surface Hub のサポートにアクセスしてください。 

詳細 

 はじめにアプリ: Surface Hub を短時間で使いこなすには、Surface Hub のスタート画面でこのアプリを選択し

ます。 

 その他のドキュメント: このファイルや、保証に関する情報などについては、

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub を参照してください。 

  

http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
http://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
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変更 
 

2017 年 6 月 ホワイトボード間の共同作業など、更新された

ホワイトボード アプリの手順を追加。 

 


