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法務情報および免責事項、著作権  

ここに記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあります。インテルの最新の製品仕

様およびロードマップをご希望の方は、インテルの担当者までお問い合わせください。 

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフト

ウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異

なります。絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細につい

ては、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照して

ください。 

本資料に記載されているインテル製品に関する侵害行為または法的調査に関連して、本資料を使用また

は使用を促すことはできません。インテルに対し、本資料で開示された内容を含む特許クレームで、そ

の後に作成したものについて、非独占的かつロイヤルティー無料の実施権を許諾することに同意するこ

とになります。 

本資料は、(明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず) いかなる知的

財産権のライセンスも許諾するものではありません。 

本資料で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、

公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、イン

テルまでお問い合わせください。 

インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証に

は、商品適格性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過

程、または取引での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありませ

ん。 

インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたはウェブサイトにつ

いて管理や監査を行っていません。本資料で参照しているウェブサイトにアクセスし、本資料で参照し

ているデータが正確かどうかを確認してください。 

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Unite は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel 

Corporation またはその子会社の商標です。  

この文書はローカライズされることにより、一部の画像の表示が異なることがあります。 

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です 

© 2018 Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。 
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改訂履歴 

 

  改訂    日付 改訂内容 

0.1 June 12, 2015 First Draft with outline and content 

0.2 June 12, 2015 Added Introduction 

1.0 September 9, 2015 Changed Legal disclaimers, added audience and minor format changes 

1.1 January 28, 2016 Updates based on released version 

1.3 February 3, 2016 Update version #, footers, Hub  

1.4 February 16, 2016 Added Lync –Join meeting images  

1.5 February 18, 2016 Added Troubleshooting section 

1.6 March 4, 2016 Added new icon images 

1.7 March 4, 2016 Fixed branding issues  

1.8 March 10, 2016 Added additional settings instructions for Skype for Business 2016. Changed 

document name to comply with legal requirements 

1.9 April 4, 2016 Removed graphics for localization. Added Exchange Server information 

needed for plugin (section 3.2.2) 

1.10 April 6, 2016 Changed the example for the entry of the Exchange Server (section 3.2.1) 

1.11 June 1, 2016 Updated for new version 

1.12 June 16, 2016 Accepted Format  Changes 

1.13 October 24, 2016 Added diagrams, screenshots, installation details  

1.14 November 15, 2016 Added issue in Troubleshooting section and accepted  doc reviews 

1.15 December 2, 2016 Added section Obtaining the Certificate Hash Value 

2.1 June 12, 2017 • Removed references to Standalone 

• Updated branding (Intel® Unite™ to Intel Unite®) 

1. Added pre-requisite for enterprise voice for dial out 

2. Added dial-out and ring-back 

3. Updated Appendix A with new configuration options and details about the 

new xml configuration 

4. Added new screenshots. Changed Admin Portal screenshots. 

5. Minor format changes 

2.2 September 8, 2017 • Added the following new settings for v2.2: Camera/Mic Auto-start feature 

(section 5.9), the XML Settings for this feature (Appendix A -Configuration 

Options section) and updated the troubleshooting section (Appendix C).  

2.3 May 3, 2018 • Updated to include new ad-hoc meeting and effective meetings features. 
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1. はじめに 

Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインガイドへようこそ。 

このガイドには、Skype* for Business 用プラグインをインストールする詳細な手順と、Intel Unite® プラ

グインの主な機能に関する情報が含まれています。 

1.1 対象 

このドキュメントは、Intel Unite® ソフトウェアのインストールおよびアプリケーションへのオプション

機能の追加を担当する、企業環境内で作業を行う IT スタッフを対象としています。 

1.2 概要 

Skype* for Business 用プラグインとは、オンライン Skype* for Business 会議の参加者が Intel Unite® ア

プリのセッションに参加できるようにするソリューションです。このプラグインは、Intel Unite® ソフト

ウェアのハブで実行され、会議の設定、変更、参加、および辞退を行うための、各インスタンス固有の

電子メールアカウントを管理します。Skype* for Business 会話への追加も可能です。また、ユーザー入

力によって、Skype* for Business 向けに設定されているオーディオおよびビデオデバイスを制御できま

す。 

 

Microsoft* Exchange* を使用している IT 部門の場合は、Intel Unite® ソリューション対応会議室用の 

Exchange* アカウントを追加すれば、会議主催者は他のリソースと同じようにその会議室をスケジュー

ゲストデバイス (VPN) 
リモートのクライアント・デバ

イス 

リモートの場所 

室内のクライアント・デ

バイス 

ハブにインストールされた Skype* for Business 用プラグイン 

ハブ 
オンライン会議：週次の状況 (8:00-9:00 am) 

0808 

PIN の入力 0808 

Intel Unite® へようこそ 
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ルできます。  デフォルトでは、プラグインはカレンダーの招待を管理し、新しい会議と会議の更新を受

け入れ、ハブカレンダーと競合する招待を拒否します。  あるいは、IT はプラグインでこの機能を無効に

して、既存ツールを使用しカレンダーを管理することもできます。 

また、ユーザーはこのソリューションを使用して、会議室をスケジュールすることなく、Skype* for 

Business に対応した独自の会議に接続できます。  アドホック会議機能には、クライアント・システムに

インストールされる追加のプラグインが必要です。  ユーザーがハブに接続すると、クライアント側プラ

グインによってクライアントの Exchange* 予定表が読み取られ、Skype* for Business に対応した会議

が、ハブで実行されている Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインに渡されて、ユーザーがその

会議にハブを参加させることができます。 
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2. プラグインのフロー  

Skype* for Business 用プラグインがハブにインストールされ、設定されました。 

 

     
 

 
 

  

 
 

 

    

 

Skype* for Business 会

議がスケジュールさ

れ、ハブを招待する 

ハブが会議を自動承諾

する (または、競合する

ものが存在する場合は

辞退する) 

会議が開始される 10 

分前に、ハブにオンラ

イン会議情報が表示さ

れる 

画面をワイヤレスで表示 

1. Intel Unite® アプリをインストール 

http://gotosolution/unite  

2. PIN の入力 

3. [表示] をクリック 

4. 共同作業を開始 

オンライン会議：計画の会議 (2:00 PM – 3:00 PM) 

クライアント・デバイスが、モニ

ターに表示された PIN を入力し

て、Intel Unite® アプリケーション

を開始すると、Skype* for Business 

機能が表示される 

 
 

アプリが開くと、[参加] 

アイコンが表示される 

 
 

Skype* for Business 会議

への参加 

 
会議コントロールが表示さ

れる (有効な場合、ビデ

オ、オーディオ、ダイヤル

アウトが存在) 
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3. プラグインのインストール  

3.1 ハブの前提条件 

Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインがハブにインストールされ、次の要件を満たしているこ

と。 

ソフトウェアの要件 

➢ Microsoft* Exchange* 2010 以降 

➢ Skype* for Business 2013 以降 

➢ ハブ用の Intel Unite® ソフトウェア (バージョン 3.1 以降) 

➢ オプション (アドホック会議用)：Intel Unite® ソフトウェアは、TCP 36452 の着信接続を受け入

れ可能であることが必要です 

注：ハブのプラグインは、Microsoft* Office 365* アカウントと互換性があります。  ただし、アド

ホック会議を有効にするためにクライアントにインストールされるプラグインは、Microsoft* Office 

365* をサポートしません。 

Microsoft* Exchange* の要件 

このプラグインは、電子メールアカウントおよび Exchange Web Service 

(https://<server>/EWS/Exchange.asmx) へのアクセスが必要です。会議を作成する際は、各ハブにリ

ソースとしてスケジュールできる電子メール/カレンダーが必要です。  アカウントには、カレンダー

の読み取り/書き込みを行うアクセスと、Skype* for Business にサインインするアクセスが必要で

す。  デフォルトでは、プラグインはカレンダーの招待を管理し、新しい会議と更新された会議の承

諾メッセージを送信し、既存のスケジュールと競合する招待の拒否メッセージを送信します。   

 

または、この機能をプラグインから無効にして、独自のツールを使用してカレンダーを正確に保つこ

ともできます。  Exchange* の電子メールアカウントがあるものの、Exchange Web Service の URL 

を取得する方法が分からない場合は、次の手順に従います。 

 

1. Outlook* を起動します。    

注：Outlook* はハブで実行する必要がありません。任意のマシンで実行できます。 

2. Ctrl キーを押しながら、Outlook* のシステムトレイ・アイコンを右クリックします。 

3. コンテキスト・メニューに、[接続状態] と [電子メールの自動構成のテスト] という 2 つの新

しいオプションが表示されます。 
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4. [電子メールの自動構成のテスト] > [テスト] の順にクリックし、電子メールサーバーの設定

を確認します。  

5. [結果] タブに表示される「外出中の URL」をメモし、プラグイン用のサーバー URL として

使用します (例：https://exchange.domain.com/EWS/Exchange.aspx)。 

 

Skype* for Business の要件  

Skype* for Business は起動し、サインインするように設定される必要があります。プラグインは、

Skype* for Business へのログインは自動化しません。 

 

ダイヤルアウト機能を使用するには、Skype* for Business アカウントで企業向けボイスが有効に

なっている必要があります。  これを有効にするには、Skype* for Business 管理者に連絡するか、

Office 365* コントロール・パネルでこの機能を有効にする必要があります。 

注：Microsoft* Exchange* と Skype* for Business のアカウントは同じであることが理想的です。 

3.2 クライアントの前提条件 

アドホック会議機能を有効にするには、追加のプラグインを Intel Unite® クライアント・システムにイン

ストールする必要があります。 

ソフトウェアの要件 

➢ Microsoft* Exchange* 2010 以降 

➢ クライアント用の Intel Unite® ソフトウェア (バージョン 3.1 以降) 

➢ Microsoft* Exchange* の自動検出を有効にする必要があります (Microsoft* Exchange* の自動検

出の有効化の詳細については、Microsoft* ドキュメントを参照してください)。 

注：ハブのプラグインは、Microsoft* Office 365* アカウントと互換性があります。  ただし、アドホック

会議を有効にするためにクライアントにインストールされるプラグインは、Microsoft* Office 365* をサ

ポートしません。 

3.3 プラグインのインストール 

ハブ上で次の操作を行います。 

1. Intel Unite® アプリケーションを終了します。 

2. 「Intel Unite Plugin for Skype for Business.msi」を実行します。 

3. [Exchange Server 構成] ウィンドウで次の情報を入力します。  

 

https://exchange.domain.com/EWS/Exchange.aspx
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a. Exchange Server 名：前提条件で説明した Exchange Web Server の URL です。上の例

を参照してください： 

 https:// <outlook.office365.com>/EWS/Exchange.asmx ここでは <outlook.office365.com> 

をサーバー名とします。 

b. ハブで使用している Exchange のユーザー名：ハブの固有の Exchange* アカウント用

の、固有の電子メールアドレスです。上に示す例では、uniteroom1@onmicrosoft.com で

す。 

c. パスワードを入力：ハブで使用している Exchange* のユーザー名に割り当てるパスワー

ドです。 

 

4. [テスト接続] をクリックして、アカウント情報が正しく設定されていることを確認し、Skype* 

for Business が稼働中であり、ログインされていることを確認します。 

a. Skype* for Business 2016 クライアントの場合は、[設定] > [ツール] > [オプション] の順

に移動し、[一般] タブで、[Skype for Business がバックグラウンドで動作しているときに通

話コントロールを表示] のチェックマークを外す必要があります。 

5. Intel Unite® アプリケーションを起動します。 

6. 次のようにテスト会議を設定して、プラグインが自動的に会議に参加および退席できるようにし

ます。 

注：デフォルトでは、Skype* for Business は自動的に会議の参加または終了を行いません。 

a. この初期セットアップのために、キーボードとマウスをハブに接続します (この初期プロ

セス後はキーボードとマウスが接続されている必要はありません)。 

b. クライアント・マシンで、現在の日時で Skype* for Business 会議をスケジュールし、ハ

ブの電子メールアドレスを招待します (前の手順と同じ電子メールアドレス)。 

c. 会議への招待を送信したハブの電子メールアドレスで、会議が承諾されることを確認し

ます。 

d. クライアント・マシンで、Intel Unite® アプリを開き、PIN を使用して接続します。 
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e. プラグインアイコンをクリックして、[参加] を選択します。  これにより、ハブが会議に

参加しようと試みますが、複数のポップアップ・メッセージが表示されます。  マウスを

使用して、[音声会議への参加方法] 画面で [今後、このメッセージを表示しない] を選択

します。 

7. プラグインがインストールされ、必要に応じてカスタマイズできます。 

クライアント・デバイスで次の操作を行います。 

1. Intel Unite® アプリケーションを終了します。 

2. 「Intel Unite Plugin for Skype for Business for Client.msi」を実行します。 

注：この手順は、アドホック会議機能を有効にする場合にのみ必要です。 

3.4 管理者ポータルの構成 

デフォルト値 (デフォルト値 = 空白) ではなく、プラグインのキー値を取得して使用することをお勧めし

ます。キー値を使用することによって、セキュリティーが強化され、悪意のあるプラグインがハブにイ

ンストールされ実行されることを防ぐことができます。 

注：テスト環境ではデフォルトのキー値を使用できますが、実稼働環境では使用しないことをお勧めし

ます。 

証明書ハッシュの値の取得 

1. Intel Unite\Hub\Plugins フォルダーで、Skype for Business / lync dll ファイルを右クリックし

て、[プロパティー] を選択します。 

2. プラグインの [プロパティー] ウィンドウが表示されたら、[デジタル署名] タブを開きます。 

3. [Intel Unite® プラグイン] を選択し、[詳細] をクリックします。 

4. [デジタル署名の詳細] ウィンドウで、[証明書の表示] をクリックします。 
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5. [証明書] ウィンドウで [詳細] タブを選択し、[拇印] が表示されるまで下にスクロールします。 

6. [拇印] を選択します。値が表示されたら、コピーしてメモ帳またはテキストファイルに貼り付

け、スペースを削除して保存します。 

7. この情報は、管理者ウェブポータルでプラグインのプロファイルを作成する際に使用されます。

また、プロファイルの作成後に、キー値を作成して入力することもできます。 

プロファイルの構成 

1. 管理者ウェブポータルに移動し、[グループ] の [プロファイル] を選択します。   

 

2. [プロファイル名] リストの下で、新しいキーを作成するプロファイルを見つけて、[詳細を表示] 

アイコン (右端の列にあります) をクリックするか、または既存のプロファイルを使用する代わり

に新しいプロファイルを作成します。 

 

 



  

Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインガイド v2.3 13/ 30 

重要：アドホック会議機能に必要なクライアント・プラグインを有効にするには、デフォルトの

プロファイルを使用する必要があります。 

3. [プロファイルのプロパティーの追加] をクリックして、Skype* for Business/Lync* プラグイン証
明書ハッシュキーを作成し、ウィンドウが表示されたら次の情報を入力します。 

  

• キー：PluginCertificateHash_LyncPlugin 

(形式は PluginCertificateHash_XXXX です。X には、プラグインに付ける名前を指定しま

す) 

• データ型：文字列 

• 単位：テキスト  

• 値：メモ帳またはテキストファイルに保存した値 (拇印値) を貼り付けます。このデータ

はキーの作成後に入力することもできます。  

4. [保存] をクリックします。  

5. [プロファイル] ウィンドウに、新しいプラグインキーが表示されます。[編集] をクリックして新

しい値を入力するか (値を追加していない場合)、このキーを編集します。 

 
 

6. [プラグイン証明書ハッシュの確認] キーを有効にする場合は、このキーが [真] に設定されている

ことを確認します。値が [偽] に設定されている場合、ハブは、インストールされているプラグイ

ンの署名証明書を確認しません。 



  

Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインガイド v2.3 14/ 30 

 

注：テスト環境では証明書チェックを無効にすることができますが、実稼働環境では、この値を 

[真] に設定することをお勧めします。 

Skype* for Business プラグインデータでプロファイルが更新されたら、プロファイルを有効にするハブ

デバイスにプロファイルを割り当ててください。 

3.5 インストールのカスタマイズ 

このプラグインを使用すると、使用可能な機能、アイコン、名前をカスタマイズして、組織の機能に合

わせてユーザーの環境を簡単に調整できます。  カスタマイズ・オプションについては、「付録 A. 構成
オプション」を参照してください。 

インストール後に Exchange* ユーザー名またはパスワードを変更する必要がある場合は、次の 2 つの選

択肢があります。 

1. プラグインをアンインストールして再インストールする 

2. 構成ファイルを手動で更新する  この方法と手順については、「 付録 B. XML ファイルの設定」

を参照してください。 
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4. クライアント・デバイスでの Skype* for 

Business の使用 

ハブで使用しているユーザー名/Exchange* アカウントを招待して、Skype* for Business 会議がスケ

ジュールされ、ハブ (プラグインがインストールされているハブ) によって会議への招待が承諾されまし

た。 

会議がスケジュールされ、承諾されている Intel Unite® ソリューション対応の会議室に会議参加者が入室

する際は、会議が開始される 10 分前に、画面またはモニターに「オンライン会議」というメッセージが

表示され、会議が終了するまで表示され続けます。 

 

1. Intel Unite® アプリを開き、ハブに表示された PIN を入力します。 

2. [Skype for Business] をクリックします。 

3. [参加] をクリックすると、ハブが Skype* for Business 会議に参加します。 

4. Skype* for Business で使用可能なオーディオまたはビデオデバイスが接続されている場合、Intel 

Unite® アプリケーションに接続しているユーザーは、表示されているアイコンをクリックしてそ

れらのデバイスを制御できます。 

5. (クライアント・マシン上の) Intel Unite® アプリに Skype* for Business アイコンが表示されない

場合、スケジュールされている Skype* 会議がないか、Skype* 会議が終了しています。または、

Skype* 会議がハブによって承諾されていることを確認します。 

     画面をワイヤレスで表示 

1. Intel Unite® をインストール 

http://gotosolution/unite  

2. PIN の入力 

3. [表示] をクリック 

4. 共同作業を開始 

オンライン会議：計画の会議 (2:00 PM – 3:00 PM) 

画面をワイヤレスで表示 

 

1. Intel Unite® アプリをインストール 

http://gotosolution/unite  

2. PIN の入力 

3. [表示] をクリック 

4. 共同作業を開始 

オンライン会議：計画の会議 (2:00 PM – 3:00 PM) 
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6. IT 部門またはシステム管理者が有効にしている場合は、プラグインに電話のダイヤルアイコンも

表示され、他の参加者に電話をかけることができます。これはダイヤルアウト機能です。 

下のフローを参照してください。 

 

 

 

Skype* for Business セッ

ションが使用可能 

Skype* for Business セッ

ションに参加する 

Skype* for 

Business セッ

ションを退席

する 

使用できるよう

になると、コン

トロールが表示

される 
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ダイヤルアウト

機能 

通話を終了

する 

会議に戻る 
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5. プラグインの主な機能 

5.1 スケジュールされた会議 

ユーザーが Microsoft* Outlook* を使用して会議をスケジュールする場合、プラグインは会議を承諾する

ことで Exchange* 予定表を管理できます。すでにスケジュールされている会議と重複する会議は承諾さ

れません。 

会議を変更して、キャンセル、延長、または短縮が可能です。会議に対する変更をすべて承諾し、予定

表の情報を更新するには、Skype* for Business 用プラグインがハブで実行されている必要があります。

ハブがオフラインのときに会議がプラグインに送信された場合、その会議リクエストの妥当性に関係な

く、ハブのオンライン復帰とともに辞退されます。 

または、別のシステムでカレンダーの招待を実行することもできます。  プラグインのカレンダー管理を

無効にするには、正しい構成を設定する必要があります (「付録 A. 構成オプション」を参照)。 

5.2 Skype* for Business 会議に参加する 

スケジュールされた Skype* for Business 会議が進行中の場合、Intel Unite® アプリケーションに接続して

いるユーザーは Skype* for Business 用プラグインを使用してハブ経由で Skype* for Business 会議に参

加できます。 

ユーザーは、開始時間 10 分前に会議に参加できます。  会議が使用できるようになると、プラグインア

イコンに会議の準備ができたことを示すインジケータが表示されます。  さらに、ハブの下部の青いス

テータスバーに会議の件名と時間が表示されます。 

Intel Unite® アプリから会議に接続するには、プラグインアイコンをクリックし、[参加] を選択します。  

会議室が会議に参加していることを示すトーストメッセージがハブに表示され、5 秒以内に Skype* for 

Business ウィンドウが全画面で前面に表示されます。 

5.3 Skype* for Business 通話の応答 

Skype* for Business ユーザーが Intel Unite® アプリケーションを実行しているハブを使用して、音声また

はビデオ通話を開始すると、Intel Unite® アプリに接続しているユーザーが通話に応答できるようになり

ます。  この場合、通話を開始した人物の名前でメッセージがハブに表示されます。  通話を受けるに

は、Intel Unite® アプリ内でプラグインをクリックし[応答] を選択します。  5 秒以内に、Skype* for 

Business が全画面で正面に表示されます。 

5.4 コンテンツの共有 

Skype* for Business 参加者がコンテンツを共有している場合、Intel Unite® クライアントの参加者も見ら

れるように、そのコンテンツは接続された第 1 ディスプレイでハブに表示され、すべての Skype* for 

Business 参加者にも表示されます。  
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コンテンツが Intel Unite® クライアントによって共有されると、ハブがそのコンテンツを Intel Unite® ア

プリケーションと共有し、すべての Skype* for Business 会議参加者に表示されます。 

5.5 ビデオ制御 

Skype* for Business 対応カメラがハブに接続されている場合、Intel Unite® アプリケーションに接続して

いるユーザーは Skype* 用プラグインを介してビデオの開始と停止を実行できます。  これを実行するに

は Intel Unite® アプリ内でプラグインアイコンをクリックし、カメラボタンをクリックします。 

5.6 オーディオ制御 

Skype* for Business 対応のオーディオデバイスがハブに接続されている場合、Intel Unite® アプリケー

ションに接続しているユーザーは、マイクのミュートとミュート解除および音量の調節をすべて Skype* 

for Business 用プラグインを介して実行できます。  これを実行するには Intel Unite® アプリでプラグイ

ンアイコンをクリックし、マイクボタンを選択して、必要に応じて音量を調節します。 

5.7 ダイヤルアウト 

企業向けボイスが有効になっている Skype* for Business アカウントがあるハブの場合、Skype* for 

Business プラグインでダイヤルパッドを有効にすると、Intel Unite® アプリに接続されているユーザーが

電話番号をダイヤルできるようになります。 

この機能を使用するには 、ダイヤルアウト構成オプションを有効にします。「付録 A. 構成オプション」

を参照してください。 

5.8 かけ直し 

この機能は、ハブがスケジュール済みの会議に接続するたびに Skype* for Business が会議室内の既存の

電話機に電話をかけるようにハブを構成します。  この機能を使用するには、Skype* for Business ソ

リューションが電話番号をダイヤルする機能を備えている必要があります。 

5.9 カメラ / マイクの自動起動 

Skype* for Business で会議に参加すると、通常、カメラのデフォルト状態はオフであり、マイクは

ミュートになります。  ユーザー体験をより自動化するには、Skype* for Business で会議に参加する際、

このプラグインを使用すればカメラとマイクを希望の状態に指定することができます。 

状態の指定については、「付録 A. 構成オプション」を参照してください。 

5.10 アドホック会議 

ユーザーはこの機能によって、ハブがスケジュールされていない場合でも、ユーザーの予定表からスケ

ジュールされた Skype* for Business 会議にハブを参加させることができます。 
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この機能を有効にするには、クライアント・プラグインがインストールされ、有効になっている必要が

あります。  さらに、ハブのプラグイン構成で EnableExternalMeetings が true に設定されている必要が

あります (「付録 A」を参照)。   

ユーザーがハブに接続すると、クライアント・プラグインによってユーザーの Exchange* 予定表が読み

取られ、ハブで実行されているプラグインに Skype* for Business 会議が渡されます。  ユーザーは、

Intel Unite® アプリを開き、Skype* for Business 用 Intel Unite® プラグインのアイコンを選択して、会議

に参加できます。 

注：ハブのプラグインは、SSL で暗号化された接続を介して予定表情報を受信します。  ハブの Intel 

Unite® アプリが TCP 36452 で着信接続を受信できるようにするファイアウォール・ルールを有効にする

ことが必要な場合があります。 

5.11 会議のスケジュール 

この機能は、今後の予定をユーザーに表示し、スケジュールされた会議の終了が近づいたらトースト

メッセージを提供することで、ユーザーの会議時間管理を支援します。 

すべての構成オプションは、デフォルトでは無効になっています。  機能を有効にするには、

EffectiveMeetingsConfig.xml でそれらを有効化します。  構成オプションの完全なリストについては、付

録 A の「構成オプション」を参照してください。 
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付録 A. 構成オプション 

このセクションでは、インストールのカスタマイズに役立つ XML 設定ファイルについて説明します。 

この設定ファイルは、プラグインと同じディレクトリーにあり、インストール中に生成されます。ディ

レクトリーの場所は C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Plugins\ です。 

注：以前のバージョンのプラグインでインストールをカスタマイズするために使用されていたレジスト

リー・キーは、“HKLM\Software\Intel\Unite\S4BPlugin” にあります。  これらのレジストリー・キー

は、アップグレード時にユーザーの設定を維持するために、設定ファイルで設定された値を上書きしま

す。 

CFCLyncPluginConfig.xml 

値 説明 デフォルト 

Debug (ブーリアン) True = デバッグモードが有効。デバッグコンソー

ル、ログボタン、切り替えボタンが表示され、ログ

が表示できるように Intel Unite® アプリ画面の透過

性を切り替えることができます。 

False = デバッグモードなし。 

False 

UrlKeyWords (文字列) これは、招待の本文で Skype* for Business 参加 

URL を検索して見つけるためのカンマ区切りのキー

ワードのリストです。   

このリストは、組織が Skype* for Business の参加 

URL をカスタマイズする場合にのみ設定してくださ

い (詳細については、

https://technet.microsoft.com/en-

us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx を参照してく

ださい)。 

なし 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx
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Icon (文字列) 画像の有効なパスを指定します。 

これにより、IT 部門が Intel Unite® クライアントの

プラグインセクションに表示されるアイコンをカス

タマイズできます。 

注：レジストリーの代わりに、

「s4bpluginicon.png」という名前の画像をプラグイ

ン・ディレクトリー (C:\Program Files 

(x86)\Intel\Intel 

Unite\Hub\Plugins\s4bpluginicon.png) に置くこと

もできます。 

なし 

Name (文字列) これにより、IT 部門が Intel Unite® クライアントの

プラグインセクションに表示される名前をカスタマ

イズできます (以下のアイコンと同様)。  任意の文字

列を指定できます。 

指定しない場合、デフォルトのプラグイン名は、

「Skype™ for Business」になります。 

なし 

DialBackNumber 

(文字列) 

会議室の電話番号を入力します。  これを設定した

場合、Skype* を再設定できるように Intel Unite® ア

プリを起動する必要があります。その後で、Skype* 

for Business を再起動するかハブを再起動する必要

があります。 

Skype* for Business がデフォルトのオーディオデバ

イスを使用するようにプラグインで設定する値はあ

りません。 

なし 

EnableDialer 

(ブーリアン) 

True = ダイヤルアウト機能を有効にする。  ハブで

実行されている Skype* for Business アカウントで企

業向けボイスが有効になっている場合のみ、これを

有効にします。 

False = ダイヤルアウト機能を無効にする。 

False 
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EnableRoomMeetings 

(ブーリアン) 

True = 予定表のイベントに参加する機能を有効にす

る。  

False = 予定表のイベントに参加する機能を無効に

する。  

注：この機能を無効にした場合、予定表の会議に参

加することはできません。  企業向けボイスが有効

になっていて、プラグインのユーザー・インター

フェイスにダイヤルアウト・ビューのみを表示する

場合のみ、この機能を無効にしてください。 

True 

ToastIncomingIMs 

(ブーリアン) 

True = プラグインは着信 IM を受信し、ハブ上に

メッセージをトーストメッセージとして表示する。 

False = プラグインは着信 IM を受信しない。 

False 

IMThePin 

(ブーリアン) 

True = ハブが Skype* for Business 通話に参加して

いるときに、PIN が変更されるたびにプラグインが

ハブの PIN を IM で送信する。 

False = 変更が発生したときにプラグインがハブの 

PIN を IM 送信しない。 

False 

AutoStartVideo 

(ブーリアン) 

Skype* で会議に参加するときのカメラの状態を設定

します。 

True = カメラを開始する 

False = Skype のデフォルト値を使用する 

False 

StartUnMuted 

(文字列) 

Skype* で会議に参加するときにマイクのミュート状

態を設定します。 

なし = Skype* のデフォルト値を使用する 

mute = ミュート状態で開始 

unmute = ミュート解除状態で開始 

なし 
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UseIE 

(ブーリアン) 

プラグインで Skype* for Business を開始する際に、

デフォルトでは参加 URL が SIP URI に変換されま

す。  まれに、SIP URI の変換が正しく行われない場

合もあります。  この設定により、SIP URI の代わり

に参加 URL を使用できます。 

True = 参加 URL を使用 

False = SIP URI を使用 

False 

EnableHubFullScreen  

(ブーリアン) 

  

EnableExternalMeetings 

(ブーリアン) 

これにより、クライアント側プラグインがインス

トールされているクライアントからハブが会議を受

信できるようになります 

True = アドホック会議を有効にする 

False = スケジュールされた会議のみを表示する 

False 
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EffectiveMeetingsConfig.xml 

値 説明 デフォルト 

ExchangeCheckIntervalSeconds  

(整数) 

これは、プラグインが Microsoft* 

Exchange* で新しい会議を確認する頻度

を秒単位で指定します。 

60 

ManageCalendar 

(ブーリアン) 

True = プラグインはカレンダーを管理

する 

False = プラグインはカレンダーを管理

しない 

デフォルトでは、プラグインは着信する

カレンダーの招待を管理 (招待の承諾と

拒否) して競合が起こらないようにしま

す。 

IT 部門では別のツールまたは方法を使用

してカレンダーを管理する場合があるた

め、この設定によってデフォルトの機能

を無効にすることができます。 

True 

RoomEmail 

(文字列) 

この設定で、管理する別の予定表を指定

できます。 

インストール時に

指定した 

Exchange* ユー

ザー名 

EndOfMeetingToastWarning 会議の終了が近づいたらプラグインが

トーストメッセージを表示する必要があ

るかどうかを指定します。 

True = トーストメッセージを表示する 

(次の 2 つの設定でタイミングを指定し

ます) 

False = トーストメッセージを表示しな

い 

False 
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MinutesBeforeEndOfMeetingTo

Alert 

(整数) 

これは、会議が終了しようとしているこ

とをプラグインがどれだけ前に会議室に

警告するかを分単位で指定します。 

5 

ToastEverySeconds 

(整数) 

これは、会議の終了が近づいているとい

う警告トーストメッセージをプラグイン

が表示する頻度を秒単位で指定します。 

 

ShowHubText 

(ブーリアン) 

これは、プラグインが Intel Unite® アプ

リの青いステータスバーに次の会議を表

示する必要があるかどうかを指定しま

す。 

True = ステータスバーにすべての会議

を表示する 

False = すべての会議を表示しない 

False 

ShowUI これは、プラグインが、会議室のスケ

ジュールを表示する追加の UI コンポー

ネントを Intel Unite® クライアント・ア

プリに表示する必要があるかどうかを指

定します。 

True = 追加の UI を表示する 

False = 追加の UI を表示しない 

False 
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付録 B. XML ファイルの設定 

このセクションでは、プラグインが Exchange* に接続するために読み込む XML 設定について説明しま

す。 

この設定ファイルは、プラグインと同じディレクトリーにあり、インストール中に生成されます。  

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Plugins\ExchangeConfig.xml にあります。 

インストール中に、ユーザー名とパスワードは Microsoft* データ保護 API を使用してローカルシステム

に暗号化されます。  このファイルは適切にセキュリティー保護する必要があります。 

インストール後にユーザー名とパスワードを更新する場合は、次の手順に従います。 

1) ハブの Intel Unite® アプリを閉じる 

2) 変更しているユーザーが、設定ファイルの書き込みアクセス権を持っていることを確認する 

3) 設定ファイルを編集する  

a. 以下の XML 要素を変更する： 

<email>yourNewAddress@yourdomain.com</email> 

<password>yourNewPassword</password> 

b. 以下の XML 要素を追加または変更する： 

<encrypt>true</encrypt> 

4) Intel Unite® アプリケーションを開始する (プラグインが起動すると、ユーザー名/パスワードの

フィールドが再暗号化され、<encrypt> が false に設定されます) 

5) ファイル設定を変更した場合は、設定ファイルを再度セキュリティー保護する必要があります。 
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付録 C. トラブルシューティング 

このセクションでは、一般的な問題、考えられる原因、および解決方法について説明します。 

問題 考えられる原因と解決方法 

プラグインが Intel Unite® 

アプリに表示されない 

または 

プラグインは表示される

が、プラグインウィンドウ

をクリックすると、「接続

されていません」と表示さ

れる  

この問題の原因はいくつか考えられます。  原因を判断する最も簡単な方法は、プラ

グインのデバッグモードを有効にして、Intel Unite® アプリをデバッグモードで起動す

ることです。 

プラグインでデバッグモードを有効にするには、付録 A のレジストリー設定を参照し

てください。 

デバッグモードで Intel Unite® アプリを起動するには、コマンドウィンドウを開き、

次のように入力してデバッグフラグを付けて Intel Unite.exe を起動します (引用符を

含む)。 

“C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Intel Unite.exe” /debug 

デバッグコンソールは 2 つあります。1 つはテキスト文書のように表示される Intel 

Unite® アプリコンソールであり、もう 1 つは CMD ウィンドウのように表示される

ウィンドウで、詳細な情報が表示されます。 

考えられる問題と解決策： 

1) プラグインが信頼済みでない。 

「証明書ハッシュの値の取得」セクションまたは「エンタープライズ導入ガイ

ド」を参照してください。 

2) プラグインが Exchange Server* に接続できなかった。 

プラグインをアンインストールおよび再インストールし、[テスト接続] ボタンを

使用して、設定が正しいことを確認します。 

3) プラグインが Skype* for Business と接続できなかった。 

Skype* for Business がインストールされてログインしていることを確認してか

ら、ハブの Intel Unite® アプリを起動します。 

プラグインウィンドウに 

[参加] ボタンが表示されな

い 

プラグインが現在のスケジュールで Skype* for Business 会議を検出していないことを

示します。 

Skype* for Business 会議が現在スケジュールされているか、接続しているハブに関連

付けられた Skype* for Business ユーザーがその会議を承諾しているかを確認します。 

Skype* for Business URL が電子メールの本文に含まれていないことを確認します。  

このプラグインを有効にするには、「参加」 URL が電子メール本文に含まれている必

要があります。 
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[参加] ボタンが表示されて

も何も起こらない 

これはプラグインが会議を起動できないことを示します。 

会議に参加するために、プラグインは (ハブ上の) Internet Explorer* 

を使用して会議の起動を試みます。  Internet Explorer* がインス

トールされていることを確認します。 

さらに、デバッグモードを有効にして「切り替え」ボタンを表示さ

せ、画面を切り替えて (Intel Unite® が非表示になります) 会議への参

加を試行できるようにします。  そうすることで、Skype* for 

Business が別の理由で会議に参加できないのかどうかを特定しやす

くなる場合があります。 

スケジュールされた会議が 

Skype* for Business 用プラ

グインから承諾されていな

い、または辞退されてい

る。  

会議への招待が送信された際にシステムがオフラインだった、また

は Skype* for Business アプリがインストールされていなかった。 

Intel Unite® アプリケーションを終了します。Skype* for Business が

実行中であり、適切なユーザーとしてログインした状態であること

を確認してから、Intel Unite® アプリのハブを起動します。会議への

招待を再送信し、会議が承諾されたことを確認します。 

カメラ/マイク制御がプラ

グインウィンドウ内に表示

されない。 

カメラボタンとマイクボタンは、プラグインが会議に接続され、

Skype* for Business がデバイスを使用するように構成されている場

合にのみ表示されます。 

このトラブルシューティングを行うには、デバイスを使用するよう

に Skype* for Business を再構成する必要があります。 

ハブのプレゼンテーション

中にほかの人が Skype* for 

Business から制御を要求し

ている 

この場合、リクエストは最終的にタイムアウトになります。  現時点

では、プラグインはこの種類の要求を処理していません。 
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会議がスケジュールされて

いても、ハブ・ディスプレ

イに会議が表示されない。

または、ログファイルで予

定数が 0 になっている。 

 

現在の時刻で会議がスケジュールされていることを確認し、ハブを

介して会議にアクセスできることを確認します。つまり、ハブ上で

実行されているアカウントの Outlook* 予定表を開き、会議への招待

を表示します。  

会議の本文は空白でなく、会議への招待/Skype* へのリンクが含ま

れている必要があります。   

会議への招待が空白の場合、Exchange Server* に、招待の本文を削

除する設定があり、プラグインが会議への招待を読み取るには、そ

の設定を削除する必要があることを意味します。  

アカウントの招待の本文にリンクがある場合は、カスタマイズされ

た単純な URL の形式 (https://technet.microsoft.com/en-

us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx) になっていることがありま

す。  デフォルトでは、プラグインは「meet」キーワードを探しま

す。  Skype*/Lync* サーバーがカスタマイズされている場合、異な

るキーワードを使用できることがあります。  プラグインを設定し、

URLKeyWords 設定オプションを使用して検索するキーワードのコ

ンマ区切りのリストを指定します (「付録 A. 構成オプション」を参

照してください)。 

プラグインのユーザー・イ

ンターフェイスの応答が遅

いかまたは応答しない 

これには通常帯域幅が関係しています。  ユーザー・インターフェイ

スのボタンを押したときには、ハブ上のプラグインにメッセージを

送信する必要があり、プラグインがユーザー・インターフェイスの

更新をクライアントに戻します。  応答が非常に遅い場合は、ハブと

クライアントの間の接続が最適になっていないことがあります。 

Skype* for Business の会議

は開始されますが、その会

議に参加できません。  

Skype* for Business ウィン

ドウの下部には、エラー

メッセージとともに黄色の

バーが表示されます。 

これは通常、Skype* for Business の URL が有効ではないか、SIP 

URI の変換に失敗したことが原因です。 

UseIE を true に設定してエラーを解消できます。 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398287(v=ocs.15).aspx)
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