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セッションを開始する 通話する 
会議の相⼿を呼び出すには、[呼び出し]  を選択し、呼び出すユーザーを検

索して選択します。ユーザーを追加するには、画⾯の左右どちらかの側で [ユー

ザー]  を選択して [ユーザーを追加]  を選択し、通話に追加するユーザ

ーを それぞれ選択します。通話を開始するには、[招待] を選択します。 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 既に会議をスケジ

ュール 

している場合は、

会議 

を選択して開始し

ます。 
 

2 臨時のセッションを開始するには、 

[呼び出し]、[ホワイトボード]、 

[接続] のいずれかを選択します。 
 

 

 

 

 

 



 

通話中にユーザーを追加する 
電話会議の途中でユーザーを追加する場合は、画⾯の左右どちらかの側で [ユー

ザー]  を選択し、ユーザーを検索するか番号を⼊⼒します。 

追加する各ユーザーに対して同じ⼿順を繰り返します。ユーザーを会議に追加す

るには、[招待] を選択します。 
 

 

ホワイトボードを使う 
[ようこそ] 画⾯からホワイトボード アプリを起動するには、Surface Hub ペン

を取ります (ペンは通常、ディスプレイの側⾯に装着されています)。 
 

 
Word、Excel、または PowerPoint ファイルを開いている場合は、直接ペンで

書き始めることができます。書き込んだ内容はファイルに保存されます。書き込

みを OneNote に保存する場合は、アプリのタイトル バーで [注釈]  を選択

します。  

ホワイトボードに書き込む 
ホワイトボード上に書き込むには、Surface Hub ペンを使⽤します。⾊を変更

するには、ホワイトボード画⾯の下部に表⽰されているメニューから使⽤する⾊

を選択します。 

書き込みを消すには、ペンを逆さまに持ち、タッチスクリーンに当てて消しゴム

のように使います。または、消去ボタンを選択すると、ペン先で消すことができ

ます。  



 

画⾯を投影する 
Miracast を使⽤してワイヤレスで投影する 
お使いのノート PC、タブレット、電話で Miracast がサポートされている場合

、ケーブルを使わずに接続し、デバイスの画⾯に表⽰された内容を Surface 

Hub で共有することができます。  

ワイヤレスで接続する⽅法は、デバイスの種類によって異なります。Windows 

8 以降を搭載した PC をお使いの場合は、キーボードで Windows ロゴ キー 

 を押しながら K キーを押し、投影先の Surface Hub を選択します。  

注意 Windows 8 または Windows 8.1 を搭載したデバイスをお使いで、初めて

接続する場合は [投影] を選択し、画⾯上の指⽰に従ってワイヤレス ディスプレ

イを追加します。  

ケーブルを使⽤して投影する  

画⾯を共有するには、お使いのデバイスにビデオ ケーブルを差し込みます。

Surface Hub のタッチスクリーンとペンを使⽤してデバイスを操作したい場合

は、USB ケーブルも差し込みます。  

投影が終了したら、ケーブルを取り外します。 

  

通話中に Surface Hub 画⾯を表⽰する  
表⽰を開始する 
通話に参加するとマイクとカメラがオンになるため、参加者は会議室の⾳声を聞

き、画像を⾒ることができます。さらに Surface Hub のタッチスクリーンに表

⽰している内容を共有するには、[プレゼンテーションの開始] を選択します。  

 

 

 

表⽰を停⽌する 
通話を終了せずに参加者との画⾯の共有を停⽌するには、[プレゼンテーション

の停⽌] を選択します。通話は継続されますが、Surface Hub のタッチスクリ

ーンが参加者に表⽰されなくなります。 



 

 

アプリ 
[スタート]  画⾯に Surface Hub に搭載されたアプリが⼀覧表⽰されていま
す。使⽤したいアプリを選択すると、アプリが開きます。この画⾯には、よく使
⽤されるアプリが表⽰されます。 

 

 
すべてのアプリの⼀覧を表⽰するには、 [スタート]  > [すべてのアプリ] を

選択します。⽬的のアプリを選択して開きます。⽬的のアプリが⼀覧にない場合

は、システム管理者に問い合わせてください。複数のアプリを開いている際は、

タッチスクリーン下部の [タスク ビュー]  を使⽤して、アプリをすばやく切

り替えることができます。  

ファイルを電⼦メールで送信する、または保存する 
セッションが終了すると、作業中のファイル、ホワイトボード上の書き込み、そ

の他の会議に関する情報などはすべて、次のセッションのために Surface Hub 

から完全に消去されます。作業を保存したい場合には、ファイルを電⼦メールで

送信することが重要です。  

ホワイトボード ファイルを電⼦メールで送信するには、画⾯右下隅にある [電
⼦メール]  を選択します。ホワイトボード ファイルが⾃動的にメッセージ
に添付されます。[宛先:] に⼊⼒し、[送信] を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

セッションを終了する 
Surface Hub のセッションを終了するには、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。 

数秒経つと、次のセッションのために Surface Hub がクリーン アップされます

。作業をまだ保存していない場合は、[戻って保存] を選択して、ホワイトボー

ドの内容を電⼦メールで送信するか、Word、Excel、PowerPoint ファイルを 

USB ドライブに保存します。消去された後に作業を復元することはできないの

で、ここで作業を送信または保存することが重要です。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

こんな場合には 
Surface Hub の電源が⼊らない 
電源ケーブルが接続されていることを確認してもう⼀度電源を⼊れてみてくださ

い。電源ボタンはディスプレイ右側のキーパッドにあります。 

インターネット接続が利⽤できない 
貴社のサポート担当者に問い合わせてください。 

画⾯を投影できない 
ワイヤレスで接続する場合は、デバイスで Miracast が動作していることを確認

します。ケーブルで接続する場合は、ビデオ ケーブルと USB ケーブルの両⽅

が、デバイスと Surface Hub に接続されていることを確認します。  

キーボードが動作しない 
バッテリを交換してみてください。 

ペンが動作しない 
お使いのペンが充電されていることを確認してください。または他のペンを使⽤

してみてください。アプリによってはペンを使⽤できないものもあるので、ご留

意ください。ペンが動作しない場合は、アプリのタイトル バーで [注釈]  

を選択し、画⾯上の書き込みたい部分を選択してください。⾃動的にホワイトボ

ードが開き、書き込みを開始できます。 

 
 
 
 



 

その他のサポート 
問題が解決しない場合は、貴社のサポート担当者に問い合わせるか、 

https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/surface-hub を参照し

てください。 

その他のトレーニング  
Surface Hub 上で 

スタート ガイド アプリには、Surface Hub の使⽤
を開始するために必要なあらゆる情報が含まれてい
ます。このアプリを開くには、Surface Hub のタッ
チスクリーン上で [スタート]  を選択し、スター
ト ガイド アプリのタイルを選択します。 

オンラインで 

Surface Hub が⼿元にない場合は、オンラインで情報を⼊⼿できます。スター
ト ガイド アプリのすべてのコンテンツに加え、すべてのトレーニング ビデオ
をこちらで参照できます: http://windows.microsoft.com/ja-
jp/windows/getstarted-surface-hub-using-surface-hub. 
 

 

キーボード ショートカットとユーザー補助 

Surface Hub では、より迅速な操作や、ユーザー補助機能を有効にするための

キーボード ショートカットを使⽤できます。  

押すキー ⽬的 

Windows ロゴ キー  スタート画⾯に移動する 

Windows ロゴ キー  + A  クイックアクションを開く 

Windows ロゴ キー + F  全画⾯表⽰を開始または終了する 

Windows ロゴ キー  + N  通知を開く 

Windows ロゴ キー  + S  Cortana を開く/検索する 

Windows ロゴ キー  + T  ⽇付と時刻を開く 

Windows ロゴ キー  + W  ホワイトボードに送信する 

Windows ロゴ キー  + X  サイドバーを⼊れ替える 

Windows ロゴ キー  + 1  サイドバーの通話ウィンドウを開く/

サイドバーを閉じる 

Windows ロゴ キー  + 2  サイドバーのユーザー ウィンドウを

開く/サイドバーを閉じる 

Windows ロゴ キー  + 3  サイドバーのメッセージ ウィンドウ

を開く/サイドバーを閉じる 



 

押すキー ⽬的 

Windows ロゴ キー  + 4  サイドバーのコンテンツ ウィンドウ

を開く/サイドバーを閉じる 

Windows ロゴ キー  + F6  キーボードのフォーカスをサイドバ

ー、上部バー、下部バーの間で移動

する 

Windows ロゴ キー  + F6 + Shift  キーボードのフォーカスをサイドバ

ー、上部バー、下部バーの間で逆⽅

向に移動する 

Windows ロゴ キー  + Tab  タスク ビューを表⽰する 

Windows ロゴ キー  + Enter  ナレーターを開く/閉じる 

Windows ロゴ キー  + プラス記号 

(+)  

拡⼤鏡を開く 

右 Shift キーを 8 秒間押す  フィルター キーの有効/無効を切り

替える 

Shift キーを 5 回押す  固定キーの有効/無効を切り替える 

Windows ロゴ キー  + Esc  セッションを終了する 

 


