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はじめに

このドキュメントは、総研大遠隔講義支援システム TEle-Learning-Assistant-
System（通称 TELAS@SOKEN、以降 TELAS と表記）の基本的な使い方を紹介す
る利用者向けの簡易マニュアルです。本マニュアルは、TELAS の基本操作に慣れ
ることを目的としたもので、すべての機能を網羅的に説明するものではありませ
ん。より詳しい使い方や仕様については、学術情報基盤センターのウェブサイト 

http://www.cais.soken.ac.jp
　 
の［情報基盤整備推進部］以下にある『TELAS@SOKEN( 遠隔講義支援システム )
操作マニュアル』を参照してください。また、TELAS の操作方法について不明な
点がありましたら、専用窓口（consult_telas@ml.soken.ac.jp）までお問い合わ
せください。
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TELAS について

まず、TELAS と従来の総研大 TV 会議システムとの相違を簡単に説明します。

TELAS ではネットワーク上の仮想的な TV 講義室に対して、基盤機関に設置され
ている専用端末や、個人の PC からアクセスすることで、多地点同時接続による
TV 講義を行います。

各基盤機関には、電子白板やカメラ、マイクロフォンなどを設置した TELAS 専
用の端末が用意されており、それらを用いて授業の配信が可能です（以下では、
この TELAS 専用端末が設置されている部屋を単に端末室と表記します）。従来の
TV 会議システムでは専用の TV 会議端末が必須でしたが、TELAS ではウェブブラ
ウザを利用して、個人の PC からも講義室へ接続することができます。インター
ネット環境があれば、ネットワーク環境や接続する PC の性能に依存するものの、
フィールドワーク中や旅行先でも授業を受講・配信することが可能です。
授業以外にも、研究打ち合わせやディスカッション、セミナーを行うために「会
議」を作成する機能も備えています。会議は TELAS の利用者ならば学生・教職
員を問わず、自由に作成することができます（ただし、大学の公務や講義を優先
します。利用の詳細については TELAS@SOKEN 運用、管理および利用内規を参
照してください。）。

個人 PC

TV講義室

T

インターネット

基盤機関基盤機関
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従来のシステムは職員によるオペレーションが必要であり、用途や利用可能な時
間帯が限られていました。TELAS では利用者自身がシステムを操作し、TV 講義
室を予約することで、24 時間・さまざまな用途での利用が可能となっています。
2015 年 4 月現在、授業・会議を合わせて、同時に６つのセッションを並行して
行うことができます。
TV 会議以外にも、授業・会議の参加者の管理や資料ファイルの共有、Wiki や知
恵袋の作成など便利な機能があり、TV 会議室の予約などを含めすべての操作を
ウェブブラウザ上で行うことができます。

ここでは、TELAS およびアカウントの管理を行っている総研大ポータルへのログ
イン方法、会議の作成方法、基盤機関の端末室や個人の PC から TV 会議室へア
クセスする方法などを説明します。
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1. TELAS にログインする

TELAS を操作して TV 講義室を予約したり、ファイル共有を行うには、まずログ
インしなければなりません。TELAS にログインするには総研大ポータルのアカウ
ント情報（ID およびパスワード）が必要です。総研大の教員・学生の方のアカ
ウント情報については、専用窓口（consult_telas@ml.soken.ac.jp）までお問い
合わせください。
※すでに TV 会議室が予約されていて、接続する基盤機関の端末が指定されてい
る場合（「2. 会議を作成する」参照）、基盤機関の TELAS 端末から TV 会議に参加
するのにログイン操作は不要です。本マニュアルの「3. 基盤機関の端末を用いて
会議に参加する」を御覧ください。

 1-1. TELAS のサイトにアクセスする

お 使 い の ウ ェ ブ ブ ラ ウ ザ（Internet Explorer, 
FireFox, Google Chrome, Safari など）を立ち上げて、

https://telas.soken.ac.jp
 

にアクセスしてください。
画面が表示されたら、右上の［ログイン］ボタン

をクリックしてください。

1-2. ID とパスワードを入力する

ログインのフォームが表示されたら、左側の
フォームに ID とパスワードを入力し、下の［ログ
イン］ボタンをクリックしてください。
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1-3. ログイン完了

ログインが成功すると TOP 画面の構成が変化し
ます。右上にあなたの名前が表示されていることを
確認して下さい。これで、ログイン操作は終了です。

参照 : 総研大ポータルの ID でログイン
総研大ポータルにログインした状態ならば、そのログイン情報を利用して、ID
やパスワードの入力をせずに TELAS にログインすることができます。また、
TELAS のアカウントは総研大ポータルによって管理されています。TELAS の ID
やパスワードを変更する場合や、パスワードを紛失した際は、総研大ポータルか
ら再設定することが出来ます。
※総研大ポータルへログインするには ID とパスワードが必要です。

1. 総研大ポータルにアクセス

ブラウザを立ち上げて、

　https://portal.soken.ac.jp
 

にアクセスし、右上の［ログイン］ボタンをクリッ
クしてください。

2. ID とパスワードを入力

　ログインフォームに ID とパスワードを入力し、
［ログイン］ボタンを押してください。
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3. TELAS へのリンクをクリック

ログインが成功すると TOP 画面の構成が変化し
ます。右上にあなたの名前が表示されていることを
確認してください。

　関連サイトの一覧に TELAS へのリンクが現れ
ますので、こちらをクリックしてください。

4. 総研大ポータルの ID で TELAS にログイン

TELAS の TOP 画面右上の［ログイン］ボタンを
スクリーンショット 2015-09-16 17.11.18 クリック
し、ログインフォームが表示されたら、右側の［総
研大ポータルで認証］をクリックします。

画面が切り替わったら［送信］ボタンをクリック
し、ポータルの画面に変わったら［ログイン］ボタ
ンをクリックしてください。

　ID やパスワードの入力は必要ありません。
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2. 会議を作成する

ここから先の操作は TELAS にログインした状態で行ってください。この章では、
実際に TELAS を操作して、TV 講義室や基盤機関の端末の予約を行います。会議
と講義は、用語が少し異なりますが、操作内容自体はよく似ています。したがっ
て、会議の利用に慣れておくことで、講義の操作を練習することができます。
ここでは、あなたの所属機関にある専用端末とあなたの PC を接続します。
※各基盤機関にある TELAS の端末が設置されている部屋（端末室）は、各機関
ごとに別途予約する必要があります。利用時には、所属機関の規定に従い、部屋
の予約を行ってください。

2-1. 会議作成画面を開く

TELAS にログイン済の状態で、TOP 画面から上
部のメニューバーにある［会議作成］をクリックし
てください。会議新規作成画面が表示されます。

2-2. 会議名称を入力する

新規作成する会議の名称を入力してください（必
須）。和文・英文片方だけでかまいません。

会議の目的・キーワードは任意入力項目ですので、
空欄のままでも大丈夫です。
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2-3. 会議スケジュールを編集する

右下の［追加］ボタンをクリックすることで、実
際に会議を行う日時を指定します。これ以降、TV
講義室への一回の接続のことをセッションと呼ぶこ
とにします。

補足：一つの会議には、複数のセッションを登録することができます（セッショ
ンは最低でも一つ登録する必要があります）。
 
例）会議名称「セキュリティ講習会」
セッション１「第 1 回セキュリティ講習会」（4/17 実施）
セッション 2   「第 2 回セキュリティ講習会」（4/24 実施） ...

これは、一つの授業科目の中で複数回の講義が行われることに似ています。つま
り、「科目」と「会議」、「講義」と「セッション」がそれぞれ対応します。したがって、

「会議」の名称はひとまとまりのセッションを指す総称名ということになります。

ここでは一つのセッションを予約してみましょ
う。［追加］ボタンを押すとポップアップウィンド
ウが表示されます。

［タイトル］にセッション名称、［開始日時］にセッ
ションを行う日付、［開催時刻］にセッションの開
始時刻と終了時刻を入力してください（セッション
の開催時間は予定より前後に 30 分程度長めにとる
ことをおすすめします）。

会議室の［選択］ボタンをクリックすると、端末
が設置されている部屋の一覧が表示されます。ここ
では、あなたの所属機関の端末室を選択してくださ
い。ここで選択された端末が会議の議長役になりま
す。

※ここでは、端末室はひとつしか選択できません。
複数の端末を接続する場合は、あとで端末を追加し
ます。

※個人の PC のみを利用し、基盤機関の端末を使
用しない場合は、［講義室を使用しない］にチェッ
クを入れてください。
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2-4. 会議スケジュールを登録する

［ok］ボタンをクリックすると、スケジュールが
下に追加されます。ここで、［予約状況］が未登録
になっていることに注意してください。現時点では
TV 講義室の予約は完了していません。一番下の［登
録］ボタンをクリックすることで、TV 講義室およ
び利用端末の予約が行われます。

予約に成功すると、

VCUBE 予約が完了しました。
登録が完了しました。
 

という青い文字が表示され、予約状況が予約済みに
変化します。登録後、この表示が出ていることを必
ず確認して下さい。

     

補足：登録に失敗する場合、主に２つの理由が考えられます。
１．指定した端末が同じ時間帯で既に予約されている。
対策：利用する端末を変更するか、「講義室を使用しない」を選択した上で再登録、
あるいは開催時刻をずらして再登録してください。

２．同時開催可能なセッション数の最大値を超えている。
対策：総研大全体で同時に開催できるセッションは 6 つまでです。基本的には授業
及び大学の公務が優先されますので、会議の場合、開催時刻をずらして再登録して
ください。

2-5. 会議参加者を指定する

登録が完了したことを確認したら、　上部二段目
のナビゲーションバーにある［参加者一覧］ボタン
をクリックしてください。会議参加者・セッション
参加者を選択する画面に移行します。
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会議参加者の欄にあなたの名前が表示されている
ことを確認して下さい。会議参加者に登録されると、
リマインドメールが自動的に送付されます。また、参
加者の PC から会議に参加できるようになります。

会議参加者を追加する場合は［会議参加者］ボタン
をクリックして、編集画面を開いてください（この章で
は説明を割愛します）。

2-6. 会議スケジュールを確認する

次に、上部のナビゲーションバー三段目の［会議ス
ケジュール］をクリックしてください。

現在登録されているセッション（＝TV 講義室の予約）
が表示されます。

更に、［セッション・予約編集］に進みます。

2-7.　セッションを編集する

セッションの予約編集画面では、先ほど登録した
情報の修正や、接続する拠点を追加することができ
ます。

「その他の会議室」の［選択］ボタンをクリック
すると、先ほどと同様に、利用可能な基盤機関の端
末室一覧が表示されます。
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会議を配信したい拠点を選択して下さい。この編
集画面では、図のように複数の拠点を同時に選択で
きます。

先ほどと同様、最後に［登録］ボタンを押して、登
録完了の文字が表示されることを確認して下さい。（登
録に失敗する場合、選択した基盤機関の端末が既に
予約されていることが考えられます。）

2-7. 会議の予約完了

以上で会議の作成は完了です。ナビゲーションバー
最上段の［スケジュール］をクリックするとカレンダー
が表示されます。いま、作成した会議のセッション予
定が書き込まれていることを確認して下さい。

補足：この文章では、「参加者の登録」・「議長・アシスタントの選任」作業を割愛し
ました。基盤機関の会議室を利用する場合は必須ではありませんが、個人の PC 同
士でのみ接続を行う場合、参加者を登録しておいた方が便利です。また、議長やア
シスタントの選任とは会議作成者と同様の、「会議を編集する権限」を他のユーザに
与えるものです。こちらも会議の開催に必須ではありません。
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3. 基盤機関の端末を用いて会議に参加する
この章では、基盤機関に設置されている TELAS 専用端末から TV 講義室にアクセ
スする方法を説明します。基盤機関の端末を利用する場合、TELAS へのログイン
は必要ありませんが、2-4 または 2-7 のような操作によって、予め仮想的な TV
講義室と実際の端末が紐付けされている必要があります。紐付けされていない端
末から会議に参加することはできませんので、注意してください。
※予約は基盤機関の端末ではなく、会議作成者の PC から行ってください。基盤
機関によって端末の構成は異なりますのでご注意ください。ここでは標準的な構
成で説明しています。 

3-1. 端末室の機材を確認する

基盤機関の端末室には Panasonic 製の大型ディス
プレイ（写真右）と電子白板（写真左）および小型
ディスプレイ（電子白板の左隣）が設置されていま
す。

機関によっては構成が異なる場合があります。こ
こでは、最も機材が多い構成の場合を説明します。

電子白板は専用のタッチペンによる操作が可能
で、板書のほか、スライド・資料の投影を想定して
います。

大型ディスプレイと小型ディスプレイは連動してお
り、ともに他地点のカメラから送られてきた映像が表
示されます。大型ディスプレイは聴衆用、小型ディス
プレイは講師用を想定しています。小型ディスプレイ
はタッチパネル操作が可能です。

3-2. 会議の準備をする

会議の時刻が近づくと小型のディスプレイ上に、メッ
セージが表示されます（小型ディスプレイの電源は通
常入ったままです）。

会議の開始時刻になる前に、以下のことを確認して
いただくと、スムーズに会議を開始できます。
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3-2-1. 大型ディスプレイ・電子白板の電源を入れ
る

まず、Panasonic のリモコンをつかって、大型ディ
スプレイと電子白板の電源を入れてください。画面上
には、小さなディスプレイと同様、会議の開催を通知
するウィンドウが表示されます。

リモコンが見つからない場合、大型ディスプレイ・
電子白板の下面左側に電源ボタンがありますので、こ
ちらを押してください。

3-2-2. タッチペンの電池を確認する

電子白板の側面に、操作用のタッチペンが備え付
けられています。タッチペンは電池式です。会議前
に電池が残っていることを確認して下さい。スイッ
チを入れて緑色の LED が点灯すれば、使用可能です。

3-2-3. マイクを準備する

写真のような無指向性マイクが部屋に備え付けられ
ています。机の上において、電源を入れてください。
赤い LED が点灯すれば、使用可能です。（このマイク
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また、講師用のワイヤレスマイクも利用できます。
上面のボタンを長押しすると電源が入りますので、
使用する場合は予め電池残量を確認してください。

3-2-4. カメラを確認する

　写真のようなカメラが設置されています。ディス
プレイが二台ある会議室の場合は２つ設置されていま
す（三脚と、ディスプレイ上に固定されたもの）。レン
ズの下に LED がありますので、緑色に点灯しているこ
とを確認して下さい。LED が点灯していない場合、ケー
ブルが抜けている可能性があります。
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3-3. TV 講義室に入室する

予定された時刻になると、写真のようなメッセージ
が表示されますので、［講師 / 議長 : 講義 / 会議開始］
もしくは [ V-CUBE 入室 ] をタッチしてください。（電子
白板はタッチペンを使用してください。素手でタッチし
ても反応しないので注意してください。）

3-4.V

3-4. V-CUBE への入室

以降の操作は電子白板と小型ディスプレイとで違い
はありません。

V-CUBE ミーティングの画面が表示されたら、［会議
室に入室］をタッチしてください。

　使用する、カメラやマイクについて聞かれますが、
変更せずに、［次へ］を押してかまいません。
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最後に、［マイクをミュートして入室する］、［カメラを
ミュートして入室する］にチェックが入っていないこと
を確認して、［入室］をタッチしてください。

3-5. 入室完了

以上で入室操作は完了です。写真のように電子白
板と接続されている拠点のカメラの映像が表示され
ていることを確認して下さい。
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3-6. 退室する

予定の終了時刻の前に退室するには、小型ディスプ
レイの右上にある［退室］をタッチしてください。

また、予定された時刻になると自動的に退室になり
ます。

電子白板の退室ボタンは通常隠れています。画面右
上の三角形のマークのボタンを押すとメニューが表示
されます。

電子白板・大型ディスプレイ・タッチペン・マイクの
電源を消して退出してください。
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