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1 はじめに 

1.1 同梱品の内容 

 

 

  

NovoPRO HDMI - HDMI ケーブル 

ウォールマウント USB 電源アダプタ リモートコントロール 
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1.2 ハードウェアのセットアップ 

 

  

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

NovoPRO のセットアップは簡単で単純です。 

1) ビデオ/オーディオの接続：付属の HDMI ケーブル（「同梱品の内容」の項目 (2)）

を使用して、HDMI ポートを TV/プロジェクタの HDMI 入力ポートに接続します。  
2) 電源: 付属の USB 電源アダプタと USB ケーブル（「同梱品の内容」の項目 (3) と 

(5)）を使用して、DC 電源ジャックを電源コンセントに接続します。 

すべて適切にセットアップされると、NovoPRO の緑色の LED が点灯します。 

 

注：  

 オプションの USB マウス/キーボードまたは USB ディスクを USB ポートに接続

できます。 

 より多くの USB ポートが必要な場合、USB ポートに USB ハブを接続することが

できます。 

 microSD スロットは最大 64GB の microSD カードに対応しています。 

  

1 RJ45（イーサネット）ポート 

2 USB ポート 

3 HDMI ポート 

4 DC 電源ジャック 

5 Kensington® セキュリティス

ロット  

6 microSD カードスロット  

7 リセットボタン 

8 IR 受信機 

9 システム電源オン (緑) 

10 システムスタンバイモード 

(赤) 

11 ネットワークアクティビティ 

1 2 5 4 3 

7 6 

11 10 9 8 
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1.3 NovoPRO ホーム画面 

正常に起動されると、NovoPRO デバイスに次の画面が表示されます。本書ではこの画面を

「NovoPRO ホーム画面」または単に「ホーム画面」と呼びます。ホーム画面は NovoPRO の

メインアプリケーション、Remote Viewer によって生成されます。 

 

 基本的なデバイス構成  

NovoPRO はデフォルトで Wi-Fi ホットスポットモードになっており、その SSID 名が

ホーム画面に表示されます（例: 枠  の NVC_7EAB7）。選択的に、有線または無線

接続で NovoPRO を任意の既存ネットワークに接続することができます。  ボタンを

クリックしてから、[Wi-Fi] をクリックして必要な変更を加えます。 

同様に、  

  ボタンをクリックしてから、[ディスプレイ] をクリックしてディスプレイ関

連の設定を変更できます。 

  ボタンをクリックしてから、[設定] をクリックしてその他全般設定を変更で

きます。 

 ソフトウェアのインストール 

Windows/Mac をご利用の場合： ウェブブラウザーからホーム画面の Desktop Streamer 

のダウンロードリンクを開き、画面上の指示に従いま

す。または http://vivitekcorp.com/ を開き、ソフトウ

ェアをダウンロードします。 

iOS/Android をご利用の場合： App Store または Play Store から NovoPresenter をイ

ンストールします。（セクション 1.5 を参照）。 

Chromebook をご利用の場合： Chrome Web Store から Desktop Streamer をインストー

ルします（セクション 1.5 を参照）。 

1 

3 

2 

3 2 

4 1 

http://vivitekcorp.com/


                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 8 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

 接続情報 

 デバイス名 / 位置  – ユーザーはこれを意味のある会議室名に変更することが

できます。  

 PIN  – これはプレゼンテーションセッションに参加するためのオプションの 

PIN コードです。 

 IP アドレス   – それぞれ Ethernet と Wi-Fi IP アドレスです。  

 QR コード – 上述の情報がすべて含まれています。タブレット/電話でこの QR 

コードをスキャンすることで、NovoPresenter を使用してプレゼンテーションセッ

ションに接続することができます。 

また QR コードをクリックして接続情報の拡大版を取得することもできます。 

 

 ショートカット 

NovoPRO はインターネットブラウザーおよび Novo Whiteboard などいくつかのアプリ

がローカルにインストールされており、それらにはホーム画面から直接アクセスできま

す。さらにアプリショートカットを追加するには、  ボタンをクリックして利用可能

なアプリのリストから選択し、ホーム画面に追加します。 

Novo Whiteboard を使用するには、  ボタンをクリックします。Novo Whiteboard は

ユーザーが作成･編集でき、円滑なコラボレーションの促進に役立つ視覚的ホワイトボ

ードです。 

Remote Viewer 環境で任意のアプリを使用しているときは、  ボタンをクリックする

といつでも NovoPRO ホーム画面に戻ることができます。または  ボタンをクリック

すると前の画面に戻ります。 

  

3 

4 
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1.4 基本的なデバイス構成 

デプロイする前に、NovoPRO デバイスはディスプレイ解像度やネットワーク接続などいく

つかの基本構成が必要な場合があります。さまざまな設定メニューにアクセスするには、

NovoPRO ホーム画面の  ボタンをクリックして開きたいメニューをクリックします。こ

れを行うには、通常 USB マウスが必要です。または、付属のリモートコントロールを使用

することもできます。 

 

注： 画面上の任意の箇所をクリックすると、ナビゲーションバー  が表示さ

れます。戻るキー  を 1 回以上クリックすることでナビゲーションバーを隠すこ
とができます。 

 

機能 説明  

 

Wi-Fi: 
[WiFi] をクリックして Wi-Fi 構成ダイアログを開きます。 

 NovoPRO を Wi-Fi ホストとして使用するには、[WiFi ホット
スポットを有効にする] を選択し、[適用] をクリックします。  

 既存の Wi-Fi ネットワークに接続するには、  
o [WiFi に接続] を選択します。  
o [詳細設定] をクリックして新しい Wi-Fi 構成ペー

ジを開きます。  
o Wi-Fi 接続を有効にします。外部ルーターの SSID 

を選択します。プロンプトされたら Wi-Fi のパ
スワードを入力します。  

o [接続] をクリックして接続を開始します。 
 
注：WiFi ホットスポットが有効なとき、モバイルデバイスの
ユーザーは NovoPRO デバイスに接続した後も 3G または 
4G 接続を通じてインターネットにアクセスできます。 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for DTP 20131114/real_images/android_system_


                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 10 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

機能 説明  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ディスプレイ: 
[ディスプレイ] をクリックして ディスプレイダイアログを開
きます。 
解像度 
 ディスプレイ画面に最も適したものを選択します。 
 [保存] をクリックして選択を確定するか、[取消] をクリッ

クして選択を中止します。 
 
自動設定 NovoPRO が最適な画面解像度を自動的に

決定します。 
XGA(1024x768)  
WXGA (1280x800) 
720p (1280x720)  
1080p (1920x1080) 

希望のディスプレイ出力解像度を指定す
ることができます。 

  

注：コンピューターの画面解像度が解像度オプションのいずれ
とも一致しない場合、NovoPRO デバイスに接続した後、コンピ
ューターの画面解像度が NovoPRO デバイスに合わせて自動的
に調整されます。 
 

NovoPRO 解像度設定 コンピューターの 

解像度 

ディスプレイ 

出力 

1080p (1920x1080) 1920x1080 超 1920x1080 

WXGA (1280x800) 1920x1080 ～ 1280x800 1280x800 

XGA (1024x768) 1920x1080 ～ 1024x768 1024x768 

 

拡大・縮小 

この機能により画面のサイズを縮小できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDMI-CEC 

別のデバイスのリモートコントロールのみを使用して 

NovoPRO にコマンドを送り、コントロールすることができる 

Consumer Electronics Control (CEC) 機能を有効/無効にすること

ができます。 
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機能 説明  

 

設定: 
その他のデバイス設定は [設定] をクリックします。 

 全般設定: Android システムの設定にアクセスします。 
 ファームウェア更新: NovoPRO を最新版にアップグレー

ドします。 
 設定保護: 設定をパスワードでロックしたり、ロックを

解除したりすることができます。 
 PIN コード設定: PIN コードを Airplay コード（iOS デバ

イス画面のキャスト時）としても使用するか、および 
PIN コードの使用をログイン時に必須とするかを選択
します。 

 

デバイスのエディション:  
[デバイスのエディション] をクリックして[セレクト] ダイアロ
グを表示します。  

 [企業版] または [教育版] のいずれかを選択してから、
[確認] をクリックしてエディションの変更を適用する
か[取消] をクリックしてエディションの変更を中止し
ます。 

 2 つのエディションの主な違いは次のとおりです。 
 
機能 教育版 企業版 

投影コントロール  ホスト（教員）
のみがユーザー
を切り替え可能 

 許可不要でユ
ーザーを切り
替え 

2 モード 
1) 司会者オン 
 司会者のみがユ
ーザーを切り替
え可能 

 ユーザーの許可が
必要 

2) 司会者オフ 
 誰でもユーザーを
切り替え可能 

 ユーザーの許可が
必要 

画面のプレビュー  可 不可 
暗号化 不可 AES-128 
タブレット画面ロック 可 不可 
全員切断 可 不可 
   
注：本書は主に企業版を説明の例として参照しています。教育版
のみに該当する説明には注記が付されています。 

 

情報: 
NovoPRO ソフトウェアのバージョンを表示するには、[情報] を
クリックします。 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「ファームウェア更新」
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機能 説明  

 

セッション情報を表示しない: 

NovoPRO Remote Viewer ホーム画面の右上にあるログイン情報を

非表示/表示するには、[セッション情報を表示しない] をクリック

します。 

 

QR コードを表示しない: 

NovoPRO Remote Viewer ホーム画面の右上にあるクイックログイ

ン用の QR コードを非表示/表示するには、[QR コードを表示し

ない] をクリックします。 

 

スライドショーの設定: 

NovoPRO Remote Viewer ホーム画面のソフトウェアインストー

ルボックスに表示される画像をカスタマイズするには、[スライ

ドショーの設定] をクリックします。 

 全画面で表示: チェックを入れると、NovoPRO Remote 

Viewer ホーム画面の画像が全画面で表示されます。 

 プリロード: NovoPRO Remote Viewer ホーム画面に表示

されるプリロード画像を選択できます。 

 

ペアリング済みの LauncherX ユニット： 

この機能により、NovoPRO にペアリングされた LauncherX デバ

イスの色を選択できます。NovoPRO の色が設定されると、対応

する LauncherX の色のアイコンが NovoPRO ホーム画面の右下

隅に表示され、ユーザーはどの LauncherX デバイスが NovoPRO 

にすでにペアリングされているかを（LauncherX デバイスの色つ

きリングにより）すばやく識別できます。 

 

再起動: 

NovoPRO を再起動するには、[再起動] をクリックします。 

 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「全画面で表示」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「再起動」
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ディスプレイをより容易に識別できるようにするために NovoPRO デバイスの名前を設定

することもできます。 

 

機能 説明  

 
 

 

ルーム名を編集:  

接続情報ボックス内の関連テキストをクリックすると、[ルーム

名を編集] ダイアログが表示されます。  

 新しい名前を入力します。[保存] をクリックして名前の

変更を確定するか、[取消] をクリックして名前の変更を

中止します。 

1.5 クライアントソフトウェアのダウンロードとインストール 

NovoPRO デバイスに接続するには、ご利用のデバイスに次の 2 つのクライアントアプリケ

ーションのいずれかが必要なことがあります。それらは、 

Novo Desktop Streamer : Windows、Mac、Chromebook 

NovoPresenter : Android、iOS 

 

Windows と Mac でのソフトウェアのダウンロード/インストール  

ソフトウェアは http://www.vivitekcorp.com からダウンロードできます。または、NovoPRO 

デバイスからダウンロードすることもできます。 

(1) ご利用のコンピューターを NovoPRO と同じネットワークに接続します。 

(2) ウェブブラウザーからホーム画面の Desktop Streamer のダウンロードリンクを開き、

画面上の指示に従います。上に示した例のホーム画面には、http://192.168.43.1:8080 

を使用します。下図に示すようなダウンロードページが表示されます。 

http://www.vivitekcorp.com/
http://192.168.43.1:8080/
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(3) 該当する OS を選択してから [DOWNLOAD（ダウンロード）] ボタンをクリックし

てダウンロードを開始します。  

(4) ダウンロードしたファイルを実行し、インストールを開始します。画面上の指示に

従うと、数分でインストールが完了します。 

 

Android/iOS でのアプリのダウンロード/インストール 

 iPhone/iPad の場合、Apple App Store から NovoPresenter アプリをダウンロードして

インストールします。 

 Android スマートフォン/タブレットの場合、Google Play Store から NovoPresenter ア

プリをダウンロードしてインストールします。 

 すべてのモバイルデバイスで、モバイルデバイスを NovoPRO と同じネットワークに

接続し、ローカルのダウンロードアドレス（上で説明したとおり）をデバイスのウ

ェブブラウザーで開いてから、App Store または Google Play QR コードをクリックし、

NovoPresenter アプリのダウンロードページに直接リンクすることもできます。 

 

Chromebook でのアプリのダウンロード/インストール  

Google Chrome Web Store から Novo Desktop Streamer をダウンロードしてインストールし

ます。 
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2 ネットワークの設定 
NovoPRO の機能を最大限活用するためには、学校や企業のネットワークに適切にデプロイ

する必要があります。例えば Wi-Fi 干渉やチャンネル選択、イントラネットのファイアウ

ォールなど、一部の要素は慎重に検討し、計画する必要があります。本章では、ご利用の

ネットワーク内で NovoPRO デプロイメントを完了するためにこれらの要素について説明

します。 

2.1 ネットワーク接続 
NovoPRO には、Ethernet、Wi-Fi クライアント、Wi-Fi ホットスポットの 3 つのネットワー

ク接続タイプがあります。 

A) Ethernet – NovoPRO は装備した RJ45 ポート経由で Ethernet に接続できます。

つまり、NovoPRO をお客様の組織のバックボーンネットワークに接続できます。

堅牢性とパフォーマンスを高めるために、Ethernet 接続を使用することを推奨し

ます（可能な場合）。 

B) Wi-Fi – NovoPRO の内蔵 802.11ac Wi-Fi はデュアルバンド (2.4/5GHz) で運用で

きます。その 2T2R アンテナは最大帯域幅 300Mbps  

1 を達成できます。このハイ

パフォーマンス Wi-Fi モジュールは 2 つのモードで運用できます。 

a) クライアントモード – NovoPRO は内蔵の Wi-Fi モジュールを通じてお

客様の組織の Wi-Fi ネットワークに接続できます。  

b) ホットスポットモード – NovoPRO は自身の Wi-Fi ネットワークを形成

でき、ユーザーがモバイルデバイスをこのアドホックネットワークに接続

することができます。ユーザーはモバイルデバイスを NovoPRO デバイス

に接続した後もインターネットにアクセスできます。 

下表に機能の違いと一般的な用途をまとめます。 

 

 Ethernet/Wi-Fi  
クライアントモード 

Wi-Fi ホットスポット 

モード 

許容ユーザー数 64 8 

インターネット/イント

ラネットアクセス 

可 不可 

一般的な用途 学校や企業向けに事

前構成済み 

小規模グループの会議

向けに迅速なセット 

アップ 

 
NovoPRO では Ethernet と Wi-Fi 接続が同時に存在できます。つまり、NovoPRO を Ethernet 

と Wi-Fi クライアントモードに設定するか、Ethernet と Wi-Fi ホットスポットモードに設

定することができます。 

                                                        
1
 300Mbps は最大値で、実際の帯域幅は運用環境によって異なることがあります。 
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2.1.1 Ethernet 

以下のホーム画面は NovoPRO が Ethernet モードの状態を示し、Ethernet IP が赤い枠で強

調されています。 

 

有線ネットワークに接続するとき、NovoPRO は DHCP と静的 IP 接続タイプの両方をサポ

ートします。 

 DHCP: NovoPRO は IP アドレスをネットワーク上の DHCP サーバーから取得します。 

 Static IP（静的 IP）: NovoPRO に固定の IP アドレスが手動で割り当てられます。 

「DHCP」がデフォルトの接続タイプです。しかし遠隔管理がより容易になるため、「Static 

IP（静的 IP）」がより好ましい場合もあります。 

下図にこれら 2 つの接続タイプのいずれかを選択する方法を示します（   設定  全

般設定  Ethernet  Ethernet Configuration（Ethernet の構成））。 
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[Static IP（静的 IP）]を適切に設定するには、右

図に示すように、以下の情報が必要です。  

 未割り当ての IP アドレス、 

 ネットマスク、 

 DNS アドレス、 

 ゲートウェイアドレス。 

 

 
 

1 

2 
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2.1.2 Wi-Fi クライアントモード 

このモードでは、NovoPRO がクライアントとして機能し、既存の Wi-Fi ネットワークに参

加します。下図に示すように、Wi-Fi 接続を設定するには、NovoPRO ホーム画面で   

Wi-Fi 設定  Wi-Fi に接続  詳細設定  Wi-Fi (ON) をクリックします。その後希望の 

Wi-Fi SSID（Wi-Fi ネットワークに付けられた名前）を選択し、必要な場合適切な認証情報を

入力します。 

接続ダイアログには Ethernet 接続と全く同じように、[DHCP] または [Static IP（静的 IP）] 

を使用するオプションがあります。 

 

 

 
 

Wi-Fi ネットワークの最適化 : お客様の組織の  Wi-Fi ネットワークにデプロイされた 

NovoPRO デバイスでユーザーエクスペリエンスを向上するためには、RF 干渉、Wi-Fi 信号

1 

2 
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強度、Wi-Fi チャンネル使用状況などに留意する必要があります。無線ネットワークチャン

ネルの干渉の有無を判定する際に役立つ人気のアプリが 2 つあります。 

 Android デバイス用の「Wi-Fi Analyzer」; 

 Windows OS 用の「InSSIDer」です。 

以下は「Wi-Fi Analyzer」アプリのスクリーンショットです。ご覧のとおり、Wi-Fi チャンネ

ル 6 が多く使用されています。その一部を別の混雑していないチャンネルに変更してもよ

いでしょう。 

  

 

 

キャプティブポータル経由で Wi-Fi ネットワークにログインする: 一部の Wi-Fi ネッ

トワークはキャプティブポータルを利用しており、インターネットにアクセスする前に

ユーザーにウェブブラウザーでログインすることを要求します。NovoPRO デバイスがこ

のタイプのネットワークに接続されているとき、ユーザーは次のステップに従うことが

できます。 

A. 上述した組織の Wi-Fi ネットワークに接続するための構成ステップに従います。 

B. Wi-Fi 接続後、ホーム画面の [ブラウザー] ボタンをクリックします（下図参照）。 

C. このウェブブラウザーを開くと、ログイン認証がプロンプトされます。 

D. 適切なユーザー名とパスワードを入力すると、ネットワークに接続されます。 

E. ホーム画面の [戻る] ボタンをクリックすると、NovoPRO アプリのメインインター

フェイスに戻ります。 
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802.1x 認証で Wi-Fi ネットワークにログインする:  

802.1x 認証で Wi-Fi ネットワークに接続するとき（例えば radius 

サーバー）、適切に接続を設定するには以下のフィールドに入力す

る必要があります。 

 Network SSID（ネットワーク SSID） お客様のネットワーク 

 Security（セキュリティ） 802.1x Enterprise 

 以下について正しい設定を選択 

o EAP method（EAP メソッド） 

o Phase 2 authentication（フェーズ 2 認証） 

 Identity（アイデンティティ） ユーザー名（例: 

DOMAIN¥John.Smith） 

 Password（パスワード） お客様のパスワード 

[接続] ボタンをクリックして接続を開始します。 

2.1.3 Wi-Fi ホットスポットモード 

新たに開梱した NovoPRO は Wi-Fi ホットスポットモードで起動され、ネットワーク設定

に手間取ることなく使用を開始できます。この Wi-Fi ホットスポットのデフォルト SSID は

「NVC_XXXXX」（例えば、下のスクリーンショットの「NVC_7EAB7」）で、「XXXXX」はデ

バイスにより生成される文字列です。Android ミラーリング (GoogleCast) はこのモードで

は無効になりますのでご注意ください。対照的に、AirPlay ミラーリングにはこの制限はあ

りません。  
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2.1.4 デュアルネットワーク構成 

NovoPRO はお客様の組織の有線ネットワークと無線ネットワークに同時に接続できます。

この機能は、組織に外部訪問者向けの「ゲスト」ワイヤレスネットワークがセットアップ

されている場合、非常に役立ちます。その場合、NovoPRO の Rj45 ポートが従業員向けの有

線の EMPLOYEE ネットワークに接続され、安全なアクセスが可能になります。同時に、

NovoPRO の Wi-Fi は訪問者がアクセスできるように GUEST ネットワークに接続されます。

下図にこのネットワークセットアップ例を示します。 

 
こうすることで、GUEST ネットワークと EMPLOYEE ネットワークが分離されたままとなる

と同時に、NovoPRO デバイスはゲストユーザーと従業員両方が利用できる状態となります。 

ネットワークセキュリティについての注意: NovoPRO 内で、Wi-Fi セクションは Ethernet 

セクションから完全に分離されており、つまり、これら 2 つのセクション間にはネットワ
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ークルーティングがありません。このため、Wi-Fi セクションに接続するユーザーは 

Ethernet 上のいかなるリソースにもアクセスすることができず、その逆も同様です。した

がって、この構成でセキュリティが危険にさらされることはありません。 

2.2 ポート番号とイントラネットファイアウォール 

NovoPRO は TCP/IP ネットワークベースのデバイスで、NovoPRO デバイスとクライアント

デバイス（例: ノートパソコン、タブレットなど）間の通信はいくつかの TCP ポートと UDP 

ポートを介して行われます。下表に使用されている全ポート番号をまとめます。 

 

ポート番

号 

タイプ 説明 

20121 TCP NovoPRO ユニットとユーザーデバイス間のコマンドとステータス

レポート転送用ポート。  

（例えば、ノートパソコン/タブレットはこのポートを使用して 

NovoPRO ユニットへの「接続」を確立します。） 

20122 TCP 「リモートマウス」機能を有効にするためのポート 

20123 TCP 画面画像転送用ポート 

20124 UDP 検出メッセージ送信用ポート（NovoPRO ユニットがノートパソコ

ン/タブレットに検出されるように） 

20125 TCP プレビュー画像転送用ポート 

20126 TCP AV ストリーミングのコマンドデータ転送用ポート 

20127 TCP AV ストリーミングのオーディオデータ転送用ポート 

20128 TCP AV ストリーミングのビデオデータ転送用ポート 

20129 TCP 投票データ転送用ポート 

20130 TCP ビデオストリーミングサービス用ポート 

20131 TCP ファイル転送サービス用ポート 

20141 UDP デバイス管理用ポート 

20142 UDP デバイスレポート用ポート 

 

NovoPRO デバイスの運用を成功させるため、これらのポートがネットワークのファイアウ

ォールによって遮断されないようにする必要があります。 
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3 プレゼンテーションの実行 
NovoPRO デバイスは PC、Chromebook、タブレット、スマートフォンから最大 64 名の参

加者を同時にサポートします。プレゼンテーションを行うには、各参加者のデバイスが 

NovoPRO に接続され、プレゼンテーションセッションに参加している必要があります。

NovoPRO を使用したプレゼンテーションの円滑なコラボレーションと協調の促進に役立つ 

4 つの特徴があります。 

1) 個人の役割がグラフィカルに表示された参加者リストが含まれています。 

2) 各役割に特定の機能が定義されています。 

3) 「4 画面分割投影」機能を通じて最大 4 名の参加者が同時に自身の画面を表示で

きます。 

4) 注釈ツールで参加者はディスプレイ画面にハイライト、描画、メモを書き込むこ

とができます。 

3.1 Windows/Mac/Chromebook を使用したプレゼンテーション 

Desktop Streamer Windows/MAC/Chromebook バージョンは類似のインターフェイスと操作

性を備えていますが、Chromebook バージョンは Chrome OS の制限を受けるため機能が他

の 2 つよりも若干少なくなっています。ここでは Windows バージョンの Desktop 

Streamer を使用して主な操作手順を説明します。 

 

プレゼンテーションアプリケーションの起動 

アイコンをダブルクリックして Novo Desktop Streamer アプリケーションを起動します。

起動すると、次のように Desktop Streamer が表示されます。 

 

 
 

プレゼンテーションを実行するには、以下のステップに従います。 

ステップ 1: セッションパラメーターの設定 

ステップ 2: NovoPRO デバイスへの接続 

ステップ 3: プレゼンテーションの実行 

ステップ 4: プレゼンテーションの管理 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for DTP 20131114/real_images/NovoConnect_logo_pixelated_46


                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 24 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

3.1.1 ステップ 1: セッションパラメーターの設定 

接続ボタン  をクリックする前に、いくつかのセッションパラメーターを設定する必要

があります。 

機能 説明 

  

Novo Desktop Streamer アプリケーションのメインウィンドウで

す。 

 

NovoPRO ホーム画面に表示された IP アドレスを手動で入力す

るか、NovoPRO ホーム画面に表示された IP アドレスに一致す

る IP アドレスをドロップダウンメニューから選択します。 
 

注：DNS マッピング手順によりデバイス名と IP アドレスが結合
されている NovoPRO デバイスの場合、NovoPRO デバイス名も
このフィールドに入力することができます。詳しくは 5.2 を参
照してください。 

 
（オプション）他の参加者の参加者リストで識別できるよう、こ

のコンピューターの名前を手動で入力します。 
 

注：このフィールドに名前を入力しないと、ご利用のデバイスの
デフォルトの名前が使用されます。 

 

 

プレゼンテーションセッションに PIN が必要な場合、「PINコー

ド 必要｣ボックスにチェックを入れ、ホーム画面に表示された 4 

桁の PIN を入力します。 

 

 をクリックして設定タブを展開し、追加設定オプションに

アクセスできます。 
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機能 説明 

 

1. プロジェクションモード: 
ビデオ再生: ビデオ映像と同期化されたオーディオが必要な場
合はこのオプションを選択します。（円滑なビデオ再生を確約
するためにバッファリングが必要なため、マウスの動作に若干
の遅れを感じることがあります。） 
プレゼンテーション: 低遅延と高速応答プレゼンテーションが
必要な場合はこのオプションを選択します。オーディオ信号は
伝送されません。追加で [視聴画質] と [スクリーンリフレッシ
ュレート] の 2 つのドロップダウン設定が有効になります。 

2. 視聴画質: 
高: この設定では最高の視聴画質が得られますが、遅延が最大
になり、映像遅延が長びくことがあります。 
標準: この設定では標準の視聴画質と標準の CPU 使用率が
得られます。 

3. スクリーンリフレッシュレート: 
高: この設定では視聴画質が向上されますが、CPU 使用率が
高くなります。 
標準: この設定では標準の視聴画質と標準の CPU 使用率が
得られます。 

4. システムトレイ通知: 
ソフトウェアアップデートが利用可能なとき Desktop Streamer 
にポップアップ通知を表示させたい場合、有効を選択します。
ポップアップ通知はソフトウェアが更新されるまでサインオ
ンするたびごとに表示されます。ポップアップ通知をサインオ
ンするたびごとではなく 1 回だけ表示させたい場合、[今後表
示しない] ボックスにチェックを入れてください。 

3.1.2 ステップ 2: NovoPRO デバイスへの接続 

セッションパラメーターを設定したら、プレゼンテーションを開始する、またはプレゼン

テーションに参加する準備が整ったことになります。 

機能 説明 

 

 

NovoPRO デバイスに接続します。 
 
[接続] ボタンをクリックします。最初の参加者になると、これ
でプレゼンテーションセッションが開始されます。最初の参加者
ではない場合、プレゼンテーションセッションに加わることにな
ります。 

 

正常に接続されると、接続タブが点灯します 。 
 
最初の参加者となった場合、デスクトップが NovoPRO の画面に
ミラーリングされます。  
 

左の  ボタンをクリックすると、オプションメニューか
ら、他のユーザーがこのセッションに接続するためのその他ログ
インオプションにアクセスできます。  
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機能 説明 

 
 

 

プレゼンテーションのログインオプションを設定します。  
 

オプションメニューの QR コードアイコンをクリックすると、2 

つ目のスクリーンショットに示すように、その他のユーザーがこ

のセッションに接続するためのセッション情報（QR コードを含

む）を開くことができます。  
 

PIN スイッチをオン/オフにしてプレゼンテーションセッション

用の PIN コード使用を有効/無効にすることができます。 
 

セッションロックスイッチをオン/オフにして、他の参加者がプ

レゼンテーションセッションのログイン情報を持っているか否

かにかかわらず、プレゼンテーションセッションに参加できない

ようにします。 
 

注：この機能は教育版でのみ利用できます。 
 

セッション情報画面内で、  ボタンをクリックすると、プレ

ゼンテーションがディスプレイ上に表示されているか否かにか

かわらず、セッション情報画面が拡大され、トップに表示される

ようにします。 
 

 

オプションメニューのその他オプション:  

 : 拡張デスクトップボタンを使い、NovoPRO が接続されて

いるディスプレイをコンピューターの拡張デスクトップとして

使用することができます。拡張デスクトップモードの設定がご利

用のコンピューターのオペレーティングシステムで構成されて

いる必要があります。 

 : 動画クリップボタンを使い、保存された動画クリップま

たは YouTube ビデオをディスプレイで直接再生することができ

ます。 
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機能 説明 

 

右側の  ボタンをクリックすると、上述した Desktop 

Streamer の設定メニューを表示できます。 
 

 
ご利用の PC の画面解像度がプロジェクターの解像度に合わせて変更されることがあります

のでご注意ください。NovoPRO デバイスから接続を解除すると、元の画面解像度に戻ります。 

3.1.3 ステップ 3: プレゼンテーションの実行 

プレゼンテーションセッションを開始した、またはセッションに参加すると、PC、ローカ

ルネットワーク、またはインターネットに保存されたコンテンツのプレゼンテーションが

できます。PC で実行しているアプリケーションにかかわらず、デスクトップ画面が 

NovoPRO の画面にミラーリングされます。Desktop Streamer の接続ページにボタンパッド

が表示され、このボタンパッドでデスクトップがミラーリングされるディスプレイ上の場

所をすばやくコントロールできます。 
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ボタンパッド中央の緑色の再生ボタンをクリックすると、ディスプレイの全画面にデスク

トップがミラーリングされます。 

数字が付されたボタン (#1 - #4) のいずれかをクリックすると、ディスプレイの 4 つの分割

画面のうち対応する分割画面にデスクトップがミラーリングされます。 

ミュートボタン  をクリックしてコンピューターからオーディオをミュートし、プレゼ

ンテーションモードに切り替えることができます。 

 

注：書いたり、ハイライトしたり、印を付けたり、プレゼンテーションの映像を記録したりするこ

とをご希望の場合は、無料ソフトウェア NovoScreenote をインストールすることで、そういった操

作が可能になります。このソフトウェアは http://www.vivitekcorp.com からダウンロードできます。

NovoScreenote をインストールした後は、Novo Desktop Streamer から起動できます。または、セク

ション 3.5 直接注釈で説明した直接注釈ツールを使用することもできます。 

 

機能 説明 

 

 

NovoScreenote を起動する: 
 

 タブをクリックしてツールバーページを開いてから、

[NovoScreenote を起動する] をクリックします。 

 

  

http://www.vivitekcorp.com/
mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
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日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」
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3.1.4 ステップ 4: プレゼンテーションの管理 

 司会者 3.1.4.1

機能 説明  

 

司会者モードの設定: 

 タブをクリックして、[司会者になる] スイッチをク

リックし、司会者機能をオンまたはオフにします。 

 : 司会者モードがオフです。 

 : 司会者モードがオンです。 

 

プレゼンテーションの管理: 

司会者には投影の参加者を選択する機能があります。 
 

 役割の割り当て 3.1.4.2

プレゼンテーションセッションには、司会者、プレゼンター、参加者の 3 つの役割があります。 

プレゼンテーションセッションを開始する最初の参加者が司会者に指定されます。その後

参加した人は参加者となります。別の参加者に引き継がない限り、デフォルトでは司会者
にプレゼンターの役割が与えられます。 

プレゼンテーションセッションに参加している現在の参加者全員を表示するには、  タブ

をクリックします。 

 

機能 説明 

 

 タブをクリックすると、参加者リストが表示されます。 
 

 : 司会者 

 : 参加者 

 : 現在のプレゼンターです。  

 : 分割画面（4 画面分割投影）の 1 つに投影され
ている現在のプレゼンターです。（ここに示されてい
るアイコンは分割画面 #1 でプレゼンテーションして
いるプレゼンターのものです）。 

 

教育版の場合、司会者は全参加者の画面をプレビュー
できます。 
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機能 説明 

例 1: 

 
 

例 2: 

 

プレゼンターの名前、参加者リストの並べ替え方法、

参加者の合計数を表示します。 
 

参加者リストの並べ替え 

  : 参加者名で並べ替え 

  : 「参加」時刻で並べ替え（直近の者が一

番上）。 

 または  に切り換えてリストの並べ替え方法

を変更します。 
 

例 1: Yuki は唯一のプレゼンターです。参加者リストは

参加者の名前順に並べられています。現在 2 名の参加
者がいます。 
 

例 2: Yuki と Haru は 4 名のプレゼンターです。参加

者リストは「参加」時刻順に並べられています。現在 2 

名の参加者がいます。 

 マルチスクリーン投影、投写の取り消し、参加者の削除 3.1.4.3

注：教育版の場合、司会者は全参加者の画面をプレビューできます。 

機能 説明  

 

全画面投影 

 タブをクリックすると、全参加者が表示されます。

1名の参加者をプレゼンターに昇格させたい場合、参加

者の アイコンをクリックします。より大きなアイコ

ンのウィンドウが開き、そこで中央のボタンをクリッ

クしてプレゼンテーションの役割をその参加者に与え

ることができます。 

  
 

注：この操作は司会者のみが実行できます。 
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機能 説明  

参加者の画面: 

 

企業版の場合、参加者がプレゼンターになるよう依頼

されると、参加者の画面にダイアログボックスが表示

されます。 

参加者は 23 秒以内に応答する必要があります。 
 

教育版の場合、このダイアログボックスは表示されま

せん。 
 

ダイアログボックスでは、Jason がプレゼンターの役割

を引き受けるよう依頼するリクエストを受信したこと

が分かります。 
 

Jason が [はい] をクリックしてプレゼンターになる

ことを受諾すると、Jason の画面が分割画面の 1 つに表

示されます。 

 

マルチスクリーン投影 

 タブをクリックすると、全参加者が表示されます。 

 
 

分割画面の割り当て: 

1 名のプレゼンター: 

 
 

2 名のプレゼンター: 

 
 

1. カーソルを動かして参加者 Haru をハイライト

表示します。 
 

2. 参加者の  アイコンをクリックしてから、数

字が付されたボックス  をクリックし

てプレゼンターが対応する分割画面に投影されるよう

に割り当てます。デバイスが割り当てられたディスプ

レイ上の分割画面にユーザー名が表示されます。 
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機能 説明  

 

3 名のプレゼンター: 

 
 

4 名のプレゼンター: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. プレゼンターに割り当てられた参加者数が 4 名

未満の場合、 NovoPRO はプレゼンター数に基づいた

レイアウトで画面を表示します。左の画像に異なるレ

イアウトを示します。 

 

画面のプレビュー（教育版のみ）: 

1.  タブをクリックすると参加者リストが表示さ

れます。 

2. 参加者の名前をクリックします。 
 

注：司会者のみが参加者の画面をプレビューできます。 

 

その参加者の画面が名前の下に表示されます。 
 

もう一度参加者の名前をクリックすると、画面のプレ

ビューを閉じることができます。 

 
 

投写の取り消し: 

参加者の画面が現在ディスプレイ上に投影されてお

り、参加者が自身の画面のディスプレイ投影を中止し

たい（プレゼンテーションセッションに留まりながら）

場合、そのプレゼンターに割り当てられた数字の付さ

れたボックスをクリックします。 
 

注：司会者のいるプレゼンテーションでは、この機能
は司会者のみが利用できます。 
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機能 説明  

 

 

ダイアログボックスで、[投写の取り消し] をクリック

すると、参加者の画面がプレゼンテーションのディス

プレイから消えます。 

 

参加者の削除: 

参加者をプレゼンテーションセッションから削除す

るには、その参加者の名前横のアイコンをクリック

します。 
 

注：司会者のいるプレゼンテーションでは、この機能
は司会者のみが利用できます。 

 

ダイアログボックスで、[はい] をクリックしてこの参

加者を削除します。その参加者がプレゼンテーション

セッションからログオフされます。 
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 セッションの一時停止、再開、切断、ロック 3.1.4.4

機能 説明  

 

プレゼンテーションを一時停止/再開する: 

 タブをクリックしてプレゼンテーションコント

ロールページを開きます。 
 

 

プレゼンテーションの一時停止または再開: 

プレゼンテーションボタン上にマウスのカーソルを移

動します。  と  を切り替えてそれぞれプレゼン

テーションを一時停止および再開します。 
 

 

プレゼンテーションセッションから切断する: 
 

[切断] ボタンをクリックしてプレゼンテーションセッ

ションを終了します。 
 

司会者 が司会者の役割を引き継がずにプレゼンテー

ションセッションを終了すると、全参加者に司会者の

役割を引き継ぐよう依頼するメッセージが送信され

ます。  
 

このメッセージに最初に応答した人が司会者の役割を

引き継ぎます。 

 

セッションをロックする: 
 

[セッションをロックする] スイッチをクリックする

と、現在のプレゼンテーションセッションに他者がロ

グインして参加することができなくなります。 
 

注：この機能は司会者のみが利用できます。 
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 学生のタブレット/電話のロック/ロック解除（教育版のみ） 3.1.4.5

この機能を使用して司会者は学生のタブレットをロックすることができます。この機能は

教育版でのみ利用できます。 

機能 説明  

 

モバイルデバイスのロック/ロック解除: 

 タブをクリックしてツールバーページを開いて

から、 [モバイルデバイス] をクリックしてモバイルデ

バイスをロックまたはロック解除します。 

 :モバイルデバイスのロックが解除されてい

ます。 

 :モバイルデバイスがロックされています。 
 

 

モバイルデバイスがロックされている場合: 

ロックアイコンがすべてのモバイルデバイスの画面上

に表示され、画面がロックされていることを示します。 

 セッション終了（教育版のみ） 3.1.4.6

機能 説明  

 

セッションを終了する: 

 タブをクリックしてツールバーページを開いてか

ら、[セッション終了] をクリックします。 
 

 

確認: 

[はい] をクリックしてセッションを終了します。すべて

のデバイスが切断されます。 
 

mei.hou
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日文有錯，正確是「投票の編集」
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3.2 Android/iOS デバイスでのプレゼンテーション 

NovoPresenter アプリは Desktop Streamer ソフトウェアと類似の機能を備えています。iOS 

と Android デバイスの両方で利用できます。ここでは iPad を例として主な機能について

説明します。 

 

プレゼンテーションアプリケーションの起動 

iPad で NovoPresenter アプリのアイコン  をタップして NovoPresenter アプリを起動し

ます。  

プレゼンテーションを実行するには、以下のステップに従います。 

ステップ 1: NovoPRO デバイスへの接続 

ステップ 2: プレゼンテーションの実行  

ステップ 3: プレゼンテーションの管理 

3.2.1 ステップ 1: NovoPRO デバイスへの接続 

NovoPRO デバイスに接続する方法は 2 つあります。 

1. QR コードを使用して NovoPRO デバイスに自動的に接続します。 

2. NovoPRO デバイスに手動で接続します。 

 QR コードによる接続 3.2.1.1

NovoPRO に接続する最も簡単な方法は NovoPresenter アプリの QR コードスキャン機能

を利用する方法です。アプリを起動した後、  タブをタップします（以下のスクリーンシ

ョットを参照）。  
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機能 説明 

 

QR コードによる接続: 

 [QR コード]/[手動入力] のスイッチ

はデフォルトで QR コード側になっ

ています（そうでない場合はスイッ

チを 1 回タップします）。 

 タブレットのカメラを QR コードに

向けます。  

 ネットワーク接続が適切に設定され

ていれば、NovoPresenter が自動的に 

NovoPRO にログインします。 
 

自動ログインできない場合、ネットワー

ク接続を確認するか、手動ログイン（セ

クション 3.2.1.2）を試してください。 

 

正常な接続: 

NovoPresenter が正常に NovoPRO に接続

されると、接続タブが点灯します 。 
 

最初の参加者となった場合、iPad の画面

が NovoPRO の画面にミラーリングされ

ます。 

 

PIN スイッチをオン/オフにしてプレゼン

テーションセッション用の PIN コード

使用を有効/無効にすることができます。 

 

参加者リストの表示: 

タブをタップして参加者リストを確

認できます。 
 

例: 左に示すプレゼンテーショングルー

プには合計 4 名の参加者 がいます。  

 Ayako、Yuki、Ryo、Haru が 4 名

のプレゼンターとなっています。 

 

  

QR コードスキャンエリア  
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 手動入力による接続 3.2.1.2

NovoPRO に接続する前にログイン情報を設定する必要がある場合、この方法を使用します。

アプリを起動した後、  タブをタップします（以下のスクリーンショットを参照）。 

 

 

機能 説明 

 

手動構成オプション: 

[QR コード]/[手動入力] スイッチを [手動

入力] 側に切り替えます。 
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機能 説明 

 

IP アドレス: 

NovoPRO ホーム画面に表示された IP アド

レスを手動で入力するか、NovoPRO ホーム

画面に表示された IP アドレスに一致する

ものをドロップダウンメニューから選択し

ます。 
 

[スキャン]ボタンをタップして同じサブネ

ット内の利用可能なすべての NovoPRO 

の IP アドレスをスキャンすることができ

ます。ドロップダウンメニューでエリア内

の利用可能な NovoPRO を選択します。 
 

例: 192.168.43.1. 
 

注：DNS マッピング手順によりデバイス名
と IP アドレスが結合されている 

NovoPRO デバイスの場合、NovoPRO デバ
イス名もこのフィールドに入力すること
ができます。詳しくは 5.2 を参照してくだ
さい。 

 
 

 
 

 

PIN: 

 NovoPRO への接続に PIN コードが

必要な場合、[PIN コード 必要] スイ

ッチをオン側にして NovoPRO ホー

ム画面上に表示された PIN を入力し

ます。  

 PIN コードが不要の場合、[PIN コード 

必要]スイッチをオフ側にスライドし

ます。 

 
お名前: 

（オプション）このプレゼンテーション

セッションで使用するこのタブレットの

名前を手動で入力します。 
 

注：このフィールドに名前を入力しない
と、iPad のデフォルトが使用されます。 
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機能 説明 

 

接続: 

[接続] ボタンをタップします。  
 

最初の参加者 になると、これで NovoPRO 

でのプレゼンテーションセッションが開

始されます。  
 

最初の参加者ではない場合、プレゼン

テーションセッションに加わること

になります。  
 

  

正常な接続: 

NovoPresenter アプリが正常に NovoPRO 

に接続されると、接続タブが点灯します

。 
 

最初の参加者となった場合、iPad の画面が 

NovoPRO の画面にミラーリングされます。 

 

PIN スイッチをオン/オフにしてプレゼン

テーションセッション用の PIN コード使

用を有効/無効にすることができます。 

 

参加者リストの表示: 

タブをタップして現在の参加者リス

トを確認できます。 
 

例: 左に示すプレゼンテーショングループ

には合計 4 名の参加者がいます。  

 Ayako、Yuki、Ryo、Haru が 4 名の

プレゼンターとなっています。 

 

  



                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 41 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

3.2.2 ステップ 2: プレゼンテーションの実行 

プレゼンテーションセッションを開始したり、セッションに参加したりすると、iPad、ロー

カルネットワーク、またはインターネットに保存されたコンテンツのプレゼンテーション

ができます。NovoPresenter ホーム画面の左下隅に 4 つのタブがあります。 

 : 自分のノート– 画面ノートを作成･共有します 

 : ギャラリー– iPad に保存された画像/動画を参照・表示します  

 : マイドキュメントフォルダ– iPad に保存された文書を参照・表示します 

 : ウェブ– インターネットをブラウジングします 

 自分のノート 3.2.2.1

 

 

  

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_image.png
file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_doc.png
file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_web.png
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カスタム画面ノートを作成・共有 

これはタブレットユーザーが作成、編集、表示できる仮想ホワイトボードです。 

機能 説明  

 

自分のノートの起動: 

画面左下隅の  をタップします。 

 

新しいノートの作成: 

画面上部の  をタップします。  

 

ノート名の入力: 

[新しいノート作成] ダイアログボックスでノートの

名前を入力し、[OK] をタップします。 

 

 

ノートの書込み: 

空白のノートが準備されます。 
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機能 説明  

 

ノートツールの使用: 

画面下部にノートツールがあります。 

 画像挿入  

 テキスト挿入（指で画面上をドラッグしてテキス

トの位置を変えることができます。） 

 ペン  

 ハイライト  

 消しゴム  

 すべてクリア  

 画像の移動 

 画像のエクスポート  

 元に戻す  

 やり直し 

 

新しいページの追加: 

画面右側に [ページコントロール] があります。 

 [ページコントロール] ペインを開きます。 

 [ページコントロール] ペインを閉じます。 

 新しいページを追加します。 

 サムネイルをタップしてページを選択します。 

 選択したページを削除します。  

 選択したページを上に移動させます。 

 選択したページを下に移動させます。 
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機能 説明  

 

変更を保存して閉じる: 

 をタップして編集を終了します。変更は自動的に

保存されます。 

 

ノートをサブジェクトフォルダーで整理  この

アイコンをタップしてサブジェクト（フォルダー）を

追加します。[サブジェクトの追加] ダイアログボック

スが表示されたら、新しいサブジェクトの名前を入力

します。 

 

 

サブジェクトの下にノートを移動させるには、ポップ

アップメニューが表示されるまでノートを長押ししま

す。その後 [移動] ボタンをタップします。 

 

 

[移動先] ウィンドウが開いたら、サブジェクト（フォ

ルダー）を選択してから [OK] をタップします。 



                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 45 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

機能 説明  

 

選択されたファイルが選択されたサブジェクト（フォ

ルダー）に移動されます。 

 

 ギャラリー 3.2.2.2

  

 

以下のステップに従って iPad に画像/動画をインポートすることができます。 

(1) iPad をコンピューターに接続します。 

(2) iTunes でご利用のデバイス（この場合「iPad Mini」）を選択し、中央上部の [写真]

ボタンをタップします。 

(3) 同期したい写真/動画があるフォルダーを選択します。  

 iPad に動画を同期したい場合、[ビデオを含める] にチェックを入れます。 

(4) [同期] をタップして同期化プロセスを開始します。  



                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 46 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

 

 マイドキュメントフォルダ（ローカルストレージ） 3.2.2.3

 
 

以下のステップに従って iPad に画像/動画をインポートすることができます。 

(1) iPad をコンピューターに接続します。 

(2) iTunes でご利用のデバイス（この場合「iPad Mini」）を選択し、中央上部の [アプリ] 

ボタンをタップします。 

(3) ファイル共有の下で、アプリリストから [NovoPresenter] を選択します。  

 その後 [ファイルの追加] ボタンをタップするか、ドキュメントリストにファ
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イルをドラッグして転送するファイルを指定できます。 

 既存のファイルを削除したい場合、それらをハイライト表示してからキーボ

ードの [削除] ボタンを押します。 

(4) [同期] をタップして選択したファイルの転送を開始します。  

 

 

 

機能 説明  

 
 

ドキュメントリストのナビゲーション: 

 タブをタップしてドキュメントにアク
セスします。フォルダーアイコンが点灯し
ます。  

ローカルストレージの場合、  
をタップします。右側のペインにドキュメ
ントがリストされます。表示したいものを
タップして開きます。 
 
[名前順] ボタンをタップして並べ替え順
を変更できます。次の並べ替え順がサポー
トされています。 

- 名前順 

- 日付順 
- タイプ順 

注：  タブをタップしてドキュメントリ
ストを更新できます。 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_doc.png
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機能 説明  

 

 
 

スクロールバー 

ドキュメントの表示: 

選択されたドキュメントが全画面で開か

れます。  

 

指のピンチ操作で拡大および縮小ができ

ます。 

 

下へスクロールまたは次のページへ移動

するには、指を上にスライドさせるか、ス

クロールバーを下にドラッグします。上へ

スクロールまたは前のページへ移動する

には、指を下にスライドさせるか、スクロ

ールバーを上にドラッグします。 

 

ドキュメントリストページに戻るには、

 をタップします。  

 

画面上の注釈ツールを使用するには、  

をタップします。 

 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_IWB.png
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 マイドキュメントフォルダ（Dropbox） 3.2.2.4

 
 

機能 説明  

 

ドキュメントのソースとして Dropbox を

選択する: 

 タブをタップしてドキュメントにアク

セスします。フォルダーアイコンが点灯し

ます。  

Dropbox の場合、[マイ Dropbox] をタップ

します。  

 

NovoPresenterで初めて Dropbox を使用す

る: 

初めてこの機能を使用するとき、認証ダイ

アログが表示されます。 

 

Dropbox アカウントに使用している電子

メールアドレスとパスワードを入力して

から、[ログイン] ボタンをタップします。 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_doc.png
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機能 説明  

 
 

 

ドキュメントリストのナビゲーション: 

デフォルトで、Dropbox のホームディレク

トリが表示されます。希望のフォルダーを

タップしてフォルダーを開きます。 

 

[名前順] ボタンをタップして並べ替え順

を変更できます。 

 

注：  

 親フォルダーに戻るには  タブ
をタップします。 

 [マイ Dropbox] タブをタップして 

Dropbox のホームディレクトリに
戻ることができます。  

  タブをタップしてドキュメン
トリストを更新できます。  

 

 

ドキュメントの表示: 

選択されたドキュメントが全画面で開か

れます。  

 

指のピンチ操作で拡大および縮小ができ

ます。 

 

下へスクロールまたは次のページへ移動

するには、指を上にスライドさせるか、ス

クロールバーを下にドラッグします。上へ

スクロールまたは前のページへ移動する

には、指を下にスライドさせるか、スクロ

ールバーを上にドラッグします。 

 

ドキュメントリストページに戻るには、

 をタップします。  

 

画面上の注釈ツールを使用するには、  

をタップします。 

スクロールバー 

 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_IWB.png
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機能 説明  

 
 

 

Dropbox アカウントのリンク解除: 

Dropbox アカウントのリンクを解除する

必要がある場合、[マイ Dropbox] タブを数

秒間タップして長押しします。確認して下
さいが表示されたら、[はい] をタップして

進めます。 

 ウェブ 3.2.2.5

任意のウェブサイトを開いて NovoPresenter で共有できます。下にサンプル画面を示します。 
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機能 説明  

 

ウェブページのブラウジング: 

インターネットタブ  をタップします。 青

色になります。次の 3 つのいずれかを選択して

ウェブページにアクセスします。 

- URL を入力（ウェブページアドレスを入力 [デ

フォルト]） 

- QR コードをスナップ 

- ブックマークを表示（ウェブサイトのブック

マーク） 

 

 

 

 

URL を入力: 

[URL を入力] タブをタップします。 

ウェブページアドレスを入力して [参照] をタ

ップします。 

例: URL www.wikipedia.org を入力して [参照] ボ

タンをタップします。  

 

QR コードをスナップ: 

 [QR コードをスナップ] ボタンをタップし

ます。 

 iPad のカメラを必要な QR コードに向け

ます。 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_tablet_browse_web.png
http://www.wikipedia.org/
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機能 説明  

 

ブックマークを表示: 

[ブックマークを表示] タブをタップします。 

右側のブックマークリストから希望のものをタ

ップして対応するウェブページを開きます。 

 

ブックマークを タップして 2 秒間長押しする

と、そのブックマークを編集または削除できます。 

 

注：ブックマークリストは最初は空白の場合があ
ります。ブラウジング時にブックマークリストに
ウェブページを追加できます。 

 

ウェブページのプレゼンテーション: 

選択されたウェブページが全画面で表示されま

す。  

 

ブックマークリストにこのウェブページを追加

するには、  をタップします。 

ウェブメニューページに戻るには、  をタッ

プします。  

画面上の注釈ツールを使用するには、  をタ

ップします。 

 

  

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for%20DTP%2020131114/real_images/icon_IWB.png
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 注釈 3.2.2.6

NovoPresenter は画面上で手書き文字やハイライトなどの注釈を書き込むための描画ツー

ルを備えています。このツールは下に示すように  をタップすることで表示されます。 

 

 

機能 説明  

 

 タブをタップして注釈ツールを有効にします。 

 ペン: 赤 

 ペン: 青 

 ペン: 黒 

 ハイライト 

 注釈モードとタッチモードを切り替えます 

 すべてクリア 

 消しゴム 

 元に戻す 
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 スクリーンショット  3.2.2.7

この機能を使い、ユーザーはタブレットのスクリーンショットを撮ることができます。 

 

 
 

機能 説明  

 

スクリーンショットを撮る: 

[スクリーンショット] ボタンをタップすると、現在のスクリ

ーンショットがローカルストレージに保存されます。 
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3.2.3 ステップ 3: プレゼンテーションの管理 

下図に示すように、参加者パネルからプレゼンテーションを管理することができます。 

 

 司会者  3.2.3.1

機能 説明  

 

司会者モードの設定: 

タブをタップして [司

会者になる] スイッチを 

タップし、司会者モードを

設定します。 

 司会者モードがオフ

です。 

 司会者モードがオン

です。 
 

注：この機能は企業版のみで
利用できます。 
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機能 説明  

 

プレゼンテーションの管理: 

司会者には投影の参加者を

選択する機能があります。 
 

 役割の割り当て 3.2.3.2

プレゼンテーションセッションには、司会者、プレゼンター、参加者の 3 つの役割があり

ます。 

別の参加者に引き継がない限り、デフォルトでは最初の参加者にプレゼンターの役割が与

えられます。その後参加した人は参加者となります。 

プレゼンテーションセッションに参加している現在の参加者全員を表示するには、  タブ

をタップします。 

 

機能 説明  

 

タブを選択すると、参加者リス
トが表示されます。 
 

 : 司会者 

 : 現在のプレゼンター 

 : 分割画面（4 画面分割投影）
の 1 つに投影されている現在のプ
レゼンターです。（ここに示されて
いるアイコンは分割画面 #1 でプ
レゼンテーションしているプレゼ
ンターのものです）。 

 
例: プレゼンテーションセッショ
ンに 4 名の参加者がいます（1 
iPad、1 Windows PC、1 Android 電話、
1 Android タブレット）。Ayako、
Haru、Ryo、Yuki が 4 画面分割投影
のプレゼンターです。 

例 1: 

 

参加者の合計と現在のプレゼンタ

ーです。 
 

例 1: 現在 4 名の参加者がおり、

Haru が全画面投影の唯一のプレゼ
ンターです。 
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機能 説明  

例 2: 

 

 

例 2: 現在 4 名の参加者がおり、

それぞれが 4 画面分割投影の 4 

名のプレゼンターです。 

 役割変更、画面プレビュー、4 分割画面、投写の取り消し、ユーザー3.2.3.3

の削除 

機能 説明  

 現在の司会者の画面: 

 
 

次の司会者の画面: 

 

役割変更: 司会者の役割を移転する 

現在の司会者:  タブをタップ

して、  スイッチをタップす

ることで司会者モードをオフにし

て司会者の役割を取り消します。 
 

次の司会者となる参加者:  タ

ブをタップして  スイッチ

をタップし、司会者モードをオンに

します。  
 

注：この機能は企業版のみで利用で
きます。 

 

全画面投影 
 

1) 参加者（例: Ryo）をタップして

コントロールパネルを表示し

ます。 

2)  をタップして Ryo を

全画面プレゼンターに設定し

ます。 
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機能 説明  

 

企業版の場合、参加者がプレゼンタ
ーになるよう依頼されると、参加者
の画面にダイアログボックスが表

示されます。 
 

参加者 は23秒以内に応答する必要

があります。 

 
 

 

画面のプレビュー（教育版のみ）: 
 

教育版の場合、司会者は全参加者.

のデスクトップ画面をプレビュー

できます。 
 

参加者  の画面をプレビューするに

は、対応するエントリをタップし

ます。数秒待つと画面が表示され

ます。  
 

この例では Yuki の Windows PC 

がプレビューに選択されています。 
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機能 説明  

 
 

分割画面の割り当て: 

1 名のプレゼンター: 

 
 

2 名のプレゼンター: 

 
 

3 名のプレゼンター: 

 
 

4 名のプレゼンター: 

 

マルチスクリーン投影  
 

1) 参加者（例: Ryo）をタップして

コントロールパネルを表示し

ます。 

2) ボタン [1]、[2]、[3]、[4] のい

ずれかをタップして参加者を

対応する分割画面に配置しま

す。デバイスが割り当てられた

ディスプレイ上の分割画面に

ユーザー名が表示されます。 

3) プレゼンターに割り当てられ

た参加者数が 4 名未満の場

合、 NovoPRO はプレゼンター

数に基づいたレイアウトで画

面を表示します。左の画像に異

なるレイアウトを示します。 
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機能 説明  

 

投写の取り消し: 

参加者の画面が現在ディスプレイ

上に投影されており、参加者が自身

の画面のディスプレイ投影を中止

したい（プレゼンテーションセッシ

ョンに留まりながら）場合、そのプ

レゼンターに割り当てられた数字

の付されたボックスをタップしま

す。 
 

注：司会者のいるプレゼンテーショ
ンでは、この機能は司会者のみが利
用できます。 

 

ダイアログボックスで、 [投写の取

り消し] をタップすると、その参加

者の画面がプレゼンテーションディ

スプレイから消えます。 

 

参加者の削除: 

参加者をプレゼンテーションセッ

ションから削除するには、その参加

者の名前横のアイコンをタップし

ます。 
 

注：司会者のいるプレゼンテーショ
ンでは、この機能は司会者のみが利
用できます。 
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機能 説明  

 

[はい] をタップして参加者をプレ

ゼンテーションセッションから削

除します。 

 セッションの切断とロック 3.2.3.4

機能 説明  

 

プレゼンテーションセッションか

ら切断する: 

[切断] ボタンをタップしてプレゼ

ンテーションセッションを終了し

ます。 
 

司会者 が司会者の役割を引き継が

ずにプレゼンテーションセッション

を終了すると、全参加者に司会者の

役割を引き継ぐよう依頼するメッセ

ージが送信されます。このメッセー

ジに最初に応答した人が司会者の役

割を引き継ぎます。 

 

セッションをロックする: 

司会者モードがオンのとき、[セッ

ションをロックする] スイッチが

表示されます。 

参加者リスト画面で [セッション

をロックする] スイッチをタップ

して他のユーザーが現在のプレゼ

ンテーションにログインし、参加す

ることができないようにします。 
 
 

注：司会者のみセッションをロック
できます。 
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 リセット 3.2.3.5

NovoPRO の動作に不具合のあるとき、またはフリーズしたときは、NovoPRO をご利用の 

iPad からリセットすることができます。 

機能 説明  

 

NovoPRO のリセット: 

まず  タブをタップしてから、 [デバイスリセット] ウィン

ドウで  矢印をタップします。 
 

 

クイックリセットとフルリセット: 

 ソフトリセット（NovoPRO のソフトウェアの再起動）をす

るときは、 [クイックリセット] をタップします。 

 ハードリセット（NovoPRO デバイスの再起動）をするとき

は、 [フルリセット] をタップします。 
 

複数の参加者が同時に NovoPRO のリセットを試みると競合が

発生することがあります。リセットの優先順位は次のとおりで

す。 

1. 司会者: NovoPRO に司会者が接続したままのとき、司会者が

単独でクイックリセットとフルリセットを実行する権限を

有します。 

2. プレゼンター: 司会者が NovoPRO から切断された場合、現

在のプレゼンターがクイックリセットとフルリセットを実

行する権限を引き継ぎます。 

3. 参加者: 司会者と全プレゼンターが NovoPRO から切断さ

れた場合、任意の参加者がクイックリセットとフルリセット

を実行することができます。 

 

 

mei.hou
Sticky Note
日文有錯，正確是「フルリセット」
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 学生のタブレットのロック/ロック解除（教育版のみ） 3.2.3.6

この機能を使用して司会者は学生のタブレット/電話をロックすることができます。この機

能は教育版でのみ利用できます。 

機能 説明  

 

学生のタブレットのロック/ロック解除: 

 タブをタップしてツールバーページを開いてから、 [モバイ

ルデバイス] をタップして学生のタブレットをロックまたはロ

ック解除します。 

 学生のタブレット/電話のロックが解除されています。 

 学生のタブレット/電話がロックされています。 
 

 

学生のタブレットがロックされている: 

学生のタブレット/電話にロックアイコンが表示されます。 

 セッション終了（教育版のみ） 3.2.3.7

司会者はワンタッチですべてのデバイスを切断できます。この機能は教育版でのみ利用で

きます。 

機能 説明  

 

セッションを終了する: 

 タブをタップして、 [セッション終了] をタップします。  

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」
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機能 説明  

 

確認: 

[はい] をタップしてセッションを終了します。すべてのデバイ

スが切断されます。 

3.3 iOS/Android のミラーリング 

NovoPRO がホーム画面のとき、セクション 3.1 と 3.2 で説明したコラボレーション接

続のリクエストまたは iOS/Android 全画面/マルチスクリーンミラーリングリクエスト

を受信することができます。  

3.3.1 iOS フルミラーリング 

iPad/iPhone を使用している全参加者が iPad/iPhone のビルトイン画面ミラーリングサ

ービスを使用して画面を NovoPRO にミラーリングできます。この場合ソフトウェアの

インストールは不要です。その方法は: 

1. iPad/iPhone を NovoPRO デバイスが接続されているものと同じネットワークに

接続します。  

2. iPad または iPhone を下から上にスワイプしてコントロールセンターを表示し

ます。 
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3. 画面ミラーリングをタップして NovoPRO の AirPlay デバイス名を選択します。

デフォルトで、NovoPRO の AirPlay デバイス名は「Novo-XXXXX」であり、 XXXXX 

の部分はデバイスにより生成されます。 

 

 

4. [ミラーリング] オプションのスイッチをオンにします。[Airplay コード] のプロ

ンプトが表示されます。NovoPRO のホーム画面に表示された 4 桁の「Airplay パ

スワード」を入力します（下図参照）。正しいパスワードが入力されると、 

iPad/iPhone が NovoPRO の画面にミラーリングされます。 

                

1 

2 
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5. iPad/iPhone のミラーリングを停止するには、 iPad/iPhone を下から上にスワイプ

して [画面ミラーリング] メニューにアクセスします。「Novo-XXXXX」の名前を

タップしてからミラーリング機能のスイッチをオフにします。 

 

3.3.2 Android フルミラーリング 

Android タブレットまたは電話を使用している全参加者がタブレット/電話の 

GoogleCast サービスを使用して画面を NovoPRO にミラーリングできます。この場合ソ

フトウェアのインストールは不要です。  

 

注：実際の操作手順はそれぞれの Android OS リリースおよび（または）メーカーによる Android 

のカスタマイズにより異なることがあります。 
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1. Android デバイスを NovoPRO と同じネットワークに接続します。  

2. Android デバイスを上から下にスワイプしてコントロールセンターを表示してか

ら、 [キャスト] ボタンをタップします。 

 

3. Android デバイスをキャストできるデバイスのリストが表示されます。この接続

を初めて設定する場合、リストは空白の場合があります。リストに接続したい 

NovoPRO がない場合、[詳細設定] をタップします。 
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4. キャストできるすべての利用可能な GoogleCast 対応デバイスの新しいリストが

表示されます。この場合、「Novo-7EAB7」が希望の NovoPRO ユニットです。そ

れをタップして続行します。 

 

5. この接続の確立には最大 15 秒ほどかかります。以下の「接続中…」メッセージ

が表示されることがあります。  

 

6. 正常に接続されると（つまり、 GoogleCast セッションが正常に開始されると）、

ステータスメッセージが「接続済み」に変わります。このとき Android デバイス

が NovoPRO の画面にミラーリングされているはずです。 
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7. ミラーリングを停止するには、Android デバイスを上から下にスワイプしてコン

トロールセンターを表示してから、[キャスト] アイコンをタップします。[キャス

ト] が NovoPRO のデバイス名（「Novo-xxxxx」）に変わっていることに留意して

ください。 

 

8. アイコンをタップして GoogleCast セッションを停止します。 
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3.3.3 マルチスクリーン iOS/Android/PC ミラーリング 

NovoPRO では、複数のユーザーが AirPlay (iOS)、GoogleCast (Android)、Desktop Streamer を

使用して同時に NovoPRO に画面を投影することが可能です。その方法は: 

1. セクション 3.1.2、3.3.1、3.3.2 に記載された説明に従い、 Desktop Streamer、 Apple 

AirPlay、または GoogleCast を通じて画面を NovoPRO に投影します。  

2. セクション 3.1.4.3 に記載された説明に従い、各プレゼンターに対応する分割画

面を割り当てます。 

以下の画像に異なるミラーリング/投影方法を使用したマルチスクリーンミラーリング

を示します。 

 

 

 

注：最初の投影後にログイン情報を利用可能にするには、最初の参加者が Desktop Streamer を

使用して NovoPRO デバイスに接続してください。AirPlay または GoogleCast を介して最初に接

続する場合、それ以降の参加者のためにログイン情報を書き留めておいてください。 

  

Android タブレット 
(GoogleCast) 
 

Android スマート 

フォン 
(NovoPresenter) 

Windows  

コンピューター 
(Desktop Streamer) 

iPad 
(AirPlay) 
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3.4 NovoPRO を使用したプレゼンテーション  

NovoPRO デバイスは、コンピューターのアシストを必要とせずに、デバイス自体の演算能

力でプレゼンテーションを行うことを可能にします。プレゼンテーションファイルは 

microSD カード、 USB メモリドライブ、NovoPRO デバイスの内部ストレージ、または 

Dropbox オンラインアカウント（ Dropbox にアクセスするにはインターネット接続が必要

です）に保存しておくことができます。 

 
NovoPRO のみを使用してプレゼンテーションを行う際のステップは次のとおりです。 

 

 

 

 

1) プレゼンテーションが microSD カードに保存されている場合、その microSD カードを 

microSD カードスロットに挿入してください。 

2) プレゼンテーションが USB サムドライブに保存されている場合、まず USB ハブを 

NovoPRO デバイスに接続してから、マウスと USB サムドライブを USB ハブに接続して

ください。 

3) プレゼンテーションファイルは NovoPRO のローカルストレージまたは Dropbox にオ

ンラインで保存することもできます。 

4) USB マウスを NovoPRO に接続します。または、タッチスクリーンパネルを使用する場

合、その USB 出力を NovoPRO に接続できます。 

 
これで NovoPRO を使用してプレゼンテーションを行う準備が整いました。 

 

機能 説明 

 

NovoPresenter でのプレゼンテー

ション 
 

(1) NovoPRO ホーム画面の空いた

場所をクリックします。その後ホー

ムボタン をクリックします。 

microSD スロット USB ポート（マウスまたは 

メモリドライブ） 

file:///D:/James_Lee/Documents/20131008_NovoConnect/_for DTP 20131114/real_images/android_system_
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機能 説明 

 

(2) アプリボタン をクリックし

ます。 

 

(3) NovoPresenter をクリックし

ます。 

 

(4) これで必要なファイルに移動

して開くことができます。 
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機能 説明 

 

NovoPRO ホーム画面に戻る  

 

(1) NovoPresenter が終了するまで、戻

るキー  を 1 回以上押します。 

 

 

 

(2) [リモートビューア]  をク

リックします。 

 

(3) システムバーが消えるまで、戻

るキー を 1 回以上押します。  
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3.5 直接注釈 

プレゼンテーションの間、 NovoPRO では参加者以外のユーザーがディスプレイ上に直接注

釈を書き込むことができます。これは NovoPRO デバイスに接続された USB マウスを通し

て、または NovoPRO デバイスがタッチスクリーンディスプレイに接続されている場合、そ

れを通して行うことができます。  

機能 説明 

 

直接注釈を有効にするには: 

プレゼンテーションの横の矢印ボ

タンのいずれかをクリック（マウス

を使用している場合）またはタッチ

（タッチスクリーンディスプレイ

を使用している場合）します。 

 

注釈ツールセットが表示されます。 

 

直接注釈ツール: 

 
ペン: 赤 

 
ペン: 青 

 
ハイライト 

 
コントロール: 投影装置上でカー
ソルをコントロールできます。 

  
すべてクリア 

 
やり直し 
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元に戻す 

 
消しゴム 

 
オプション: オプションのリスト

が開き、プレゼンターに注釈のスク

リーンショットを送信する、すべて

の参加者に注釈のスクリーンショ

ットを送信する、または注釈ツール

を終了することができます。 
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4 コラボレーションツール 
 

NovoPRO は有線/無線のプレゼンテーションデバイスであるだけでなく、内蔵ツールのセッ

トを装備したコラボレーションシステムでもあります。[ツール]ボタンを使用してこれらの

ツールにアクセスできます。 

 

 

中央の 3 つのツールは単純で分かりやすいため、本章では上の列に表示された 3 つのツー

ルと AirNote ツールについて説明します。さらに、新しいコンセプトであるユーザーグル

ープについても詳細に説明します。 

 

  

デスクトップ画面、

ファイルまたはウ

ェブページリンク

を共有する 

モバイルデバイスを

ロックする 

（NovoPresenter  

アプリのみ） 

投票 

ローカルまたは 

YouTube ビデオの

ストリーミング 

注釈ツール 
NovoScreennote  

（別途インストール）

を起動する 

すべての接続を

終了する 

Airnote 注釈ツール 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」
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4.1 投票  

投票機能を使用して、司会者はすべての参加者に対して投稿/実施する質問またはクイズの

セットを作成することができます。 

 投票機能を使用して、司会者はプレゼンテーションセッションですべての参加者に対し

投票質問セットを実施することができます。  

 投票機能を使用して、参加者は自身のデバイスから質問に回答することができます。  

 司会者は投票結果をリアルタイムでモニタリングできます。 

4.1.1 投票の編集 

質問セットの作成 

1. [ツール] タブをクリックして [投票の編集] を選択します。これで投票ウィンドウが開

きます。  

 

 

2. 新しい質問セットを作成するには、 [新規] を選択します。これで [質問] エディタが

開きます。 

  

 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「開く」

mei.hou
Sticky Note
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」
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3. 上部のテキストフィールドをクリックして質問のテキストを入力します。質問が多肢

選択式の場合、選択肢に [A.] 、 [B.] 、 [C.] というようにラベル付けします。 

 

 

4. 画像を挿入したい場合、 [クリックして画像をインポート] エリアをクリックします。

これでコンピューターから画像をインポートすることができます。  
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画像（.png、.jpeg、.jpg）を選択し、 [開く] をクリックします。テキストエリアの下に

画像が表示されるはずです。 

 

 

5. 質問のタイプを [タイプ] ドロップダウンリストから選択します。  
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6. 正しい答えを [答え] ドロップダウンリストから選択します。質問の正しい答えがない

（世論調査など）場合、 [選択されていません] を選択できます。  

注：自由回答形式の質問にはこのオプションはありません。  

 

7. 別の質問を追加するには、左下隅の [(＋) 質問の追加] ボタンをクリックします。  

 
 

8. 質問セットが完成したら、 [保存] タブをクリックして保存します。  

 

 

9. クイズに名前を付け、コンピューター上の場所を選択します。これで後でもう一度開

いて編集したり、実施したりすることができるデータベース(.db)ファイルが作成され

ます。  
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4.1.2 投票の実施 

投票の開始 

1. [ツール] タブをクリックして [投票の編集] を選択します。これで投票ウィンドウが開

きます。 

 

2. 既存の質問セットを開くか、新規に作成（前のセクションの説明を参照）します。  

3. 質問を選択し、 [開始] をクリックしてそれを全参加者に送信します。質問は参加者 の

画面に表示されます。 
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4. 参加者が質問に回答すると、司会者は [状態の表示] ボタンをクリックすることで結果

をモニタリングできます。ステータスウィンドウを開いておくことで、司会者 は参加

者の反応をリアルタイムで見ることができます。  

 

5. 質問に戻るには、 [質問の表示] をクリックします。 

6. 司会者は別の投票質問を開始する前に現在の投票を停止する必要があります。 

7. 投票セッションの終わりに、 [エクスポート CSV] をクリックして結果を CSV ファイ

ルとしてエクスポートできます。 
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4.1.3 投票への応答 

参加者が投票質問を受信すると、参加者の画面上に質問が自動的にポップアップされます。 

 多肢選択式の質問の場合、参加者 は回答を選択して送信することができます。 

 自由回答形式の質問の場合、参加者はデバイスから画像を選択して送信することが

できます。 

 

 

NovoPresenter スクリーンショット 

 

 

Desktop Streamer スクリーンショット 
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4.2 動画クリップと YouTube のストリーミング 

この機能を使って、ローカル動画クリップや YouTube を NovoPRO に円滑にストリーミン

グできます。 

注：全画面投影のプレゼンターのみこの機能を使用できます。（4 画面分割投影のプレゼンターは

使用できません。） 

4.2.1 ローカルビデオファイルのストリーミング  

1. [ツール] メニューから、 [ビデオ ＆ YouTube] ボタンをクリックします。 

 

2. [動画クリップ] パネルが開いたら、参照ボタンをクリックしてコンピューター上の動画

クリップを見つけます。  

 

 

3. 動画クリップを選択し、再生ボタンをクリックして再生を開始します。 
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4.2.2 YouTube ビデオのストリーミング 

1. [ツール] メニューから、 [ビデオ ＆ YouTube] ツールをクリックして起動します。 
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2. ビデオプレイヤーバーが開いたら、ウィンドウで再生したい YouTube ビデオの URL 

を貼り付けるか、入力します。 

 

3. 再生ボタンをクリックして再生を開始します。 

4.2.3 ビデオコントロール 

 : 開始/一時停止/再生の再開 

 : 再生の停止  

 : 進捗バー。コントロールつまみを動かして前後にス

キップできます。  

4.3 ファイル共有  

この機能を使用して司会者と参加者 がデバイス間でリソース（ファイル、スクリーンショ

ット、ウェブページリンクなど）を共有することができます。司会者はリソースを全参加

者に送信できますが、参加者はリソースを司会者にしか送信できません。 

4.3.1 Desktop Streamer でのファイル共有 

1. ファイル共有機能を開くには、ツールタブをクリックします。ファイル共有ツール

は [共有] とラベル付けされています。 

注：ファイル共有ボタンは司会者の他に少なくとも 1 人の参加者がセッションに接続されて

いるときのみ有効になります。 

2. このボタンをクリックすると、5 つのオプションが提示されます。 

a. ファイルを共有する: 共有するファイルを選択します。 

b. デスクトップスクリーンショットを送信する: 現在のデスクトップスクリーンシ

ョットを送信して共有します。  
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c. ウェブページの共有: ウェブページリンクを送信して共有します。 

d. [グループ共有] フォルダを参照する: デフォルトのフォルダー「C:¥Users¥<user 

name>¥GroupShare」を開きます。 

e. 受信したウェブページを開く: 他者から受信したウェブページを表示します。 

 

 送信  4.3.1.1

ファイルを共有する 

1. ファイルを共有するには、 [ファイルの共有] をクリックしてファイルエクスプロー

ラーを開きます。共有するファイルを選択して続行します。左側に次のダイアログ

が表示されます。[はい] をクリックすると、ステータスダイアログ（右側）が表示

されます。[キャンセル] をクリックして転送を中止するオプションもあります。  

     

 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」
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2. 前のファイルの送信中に新しいファイルの送信を開始すると、次の警告が表示され

ます。  

 
 

デスクトップスクリーンショットを共有する 

1. 現在のデスクトップスクリーンショットを送信するには、 [デスクトップスクリーン

ショットを共有する] をクリックしてプロセスを開始します。数秒後に下に示すよう

なダイアログボックスが表示されます。 

 

 

2. [はい] をクリックして転送を開始します。 
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ウェブページの共有 

1. ウェブページリンクを送信するには、 [ウェブページの共有...] をクリックしてプ

ロセスを開始します。下に示すようなダイアログボックスが表示され、ユーザー

にウェブページリンクを入力するよう促します。 

 

2. [OK] をクリックして転送を開始します。  

 受信 4.3.1.2

コンピューターがファイル、デスクトップスクリーンショット、またはウェブページリン

クを受信すると、下に示すような通知ダイアログが表示されます。（ここで [ファイルを受

信しました] は例として用いられています。） 

 

ストレージフォルダーを開くか、デフォルトのブラウザーでウェブページリンクを開くこ

とができます。 

注：ファイルは「送信者名_元のファイル名」で名前が付けられます。  
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4.3.2 NovoPresenter アプリでのファイル共有 

フォルダー [グループ共有] はこの機能専用で、受信したファイルの保存に使用されます。

[マイドキュメントフォルダ] タブで見つけることができます。 

 

 送信 4.3.2.1

ファイル/画像を共有する 

ファイルまたは画像を送信するには、ポップアップメニューが表示されるまでアイテムを

長押しします。 

 司会者の場合、全参加者に送信できます。 

 通常の参加者の場合、司会者のみに送信できます。  

その後、画面上の指示に従って転送プロセスを開始します。 
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スクリーンショットを共有する 

[画面を送信する] ボタンをクリックして転送プロセスを開始します。  

 

 

ウェブページの共有 

ウェブページリンクの共有を開始する方法は２つあります。 

 [マイブックマーク] のウェブページブックマークを長押しします。 
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 ブラウザー画面で、下図にハイライトで表示された [共有] ボタンをクリックします。 

 

 
 

注：ファイルの送信時、前のファイル転送が完了しているかシステムがチェックします。完了して
いない場合、エラーメッセージが表示されます。現在の転送が完了した後ファイルを再送信する必
要があります。  

 受信 4.3.2.2

ファイル、スクリーンショット、またはウェブページリンクを受信すると、下に示すよう

な通知ダイアログが表示されます。 

 

4.3.3 ファイル共有のトラブルシューティングと規則  

1. セッションに他に誰もいないときにファイルの共有を試みると、次のメッセージが

表示されます: 「受信者なし。他の誰もオンラインではありません。」 

2. 前の転送がまだ完了していないときにファイル転送を開始しようとすると、次の

メッセージが表示されます: 「ファイルを転送中です。ファイル転送の進行状況：

0/1。現在の転送を中止して、新規のファイルを送信しますか？」  

3. ファイル転送は 10 MB までに制限されています。転送する容量がこの上限を超える

と、次のメッセージが表示されます: 「送信に失敗しました。ファイルが容量（10MB）

超過です。」  

 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「開く」
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4.4 ユーザーグループ 

この機能を使用して司会者は参加者 を整理し、モニタリングできます。 

4.4.1 グループの整理 

グループは、グループ名、司会者、および数人のメンバーで構成されます。  

 グループ名と司会者は一目瞭然です。  

 メンバーの入力項目は名前とデバイスの 2 つがあります 

o [名前] フィールド: メンバーの名前 

o [デバイス] フィールド: デバイス名または何らかの番号（学籍番号など） 

グループの整理には 2 つの方法があります。 

1. メンバー名を使用する  

下図では [デバイス] フィールドが空欄のままになっています。参加者は自分の名前

を使用して NovoPRO のセッションに接続します。この場合、一致する名前の参加者

のみが正常に接続できます。 

 

 

2. デバイス名を使用する  

下図では [デバイス] フィールドに入力されています。クラス教員の場合、 [デバイ

ス] フィールドには学籍番号や Tablet-01 、 Tablet-02 などの一連の番号を入力する

ことができます。  
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この場合、参加者はこれらの番号を使用して NovoPRO セッションに接続します。司

会者はこのグループ機能を使用して、それらを参加者リストで Tablet-01 、 Tablet-02 

などではなく、「人が読める」名前（ Emily 、 Jerry など）に変えます。 

 

一致する名前のデバイスのみが正常に接続できます。 

 

 

4.4.2 ユーザーグループの作成  

 手動でユーザーグループを作成する 4.4.2.1

注：この機能は NovoPRO PC/Mac ソフトウェアで利用できますが、 Chromebook /タブレット/

電話のアプリでは使用できません。  

1. NovoPRO Deskstop Streamer アプリケーションを開き、 [設定] タブを開きます。[編集] 

ボタンをクリックしてユーザーグループを追加、変更、削除します。 
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2. [作成] ボタンをクリックして新規ユーザーグループを追加します。 

 

3. 新しいウィンドウ [ユーザーグループの編集] が開きます。このウィンドウで、グル

ープ名、司会者情報、メンバー情報を編集することができます。 

 
4. グループへのメンバー追加を終えたら、 [保存] と [完了] をクリックして [ユーザー

グループ] リストに戻ります。この新しいグループがユーザーグループのリストに表

示されます。 
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 プレゼンテーションセッションをユーザーグループとして保存する 4.4.2.2

注：この機能は教育版でのみ利用できます。 

プレゼンテーションセッションの司会者は、 Desktop Streamer と NovoPresenter アプリケ

ーションを通じ、現在のプレゼンテーションセッションの参加者をユーザーグループとし

てすばやく保存することもできます。 

1. ユーザーグループに入れたいすべてのユーザーをプレゼンテーションセッションに

ログインさせてから、ユーザーグループボタンをクリックします。 

 

 
  

2. ユーザーグループのメニューで [ユーザーリストを保存] を選択します。 

 

 
  

3. ポップアップウィンドウでユーザーグループの名前を入力し、 [保存] をクリックし

ます。 
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4.4.3 既存ユーザーグループの管理 

ユーザーグループのいずれかをクリックすると、右側に 3 つの操作ボタンが表示されます。 

 

4.4.4 ユーザーグループの適用  

Windows/Mac 

1. NovoPRO デバイスに接続したら、ユーザーグループボタンをクリックします。  

 

  

（編集） 
[ユーザーグループの編集] ウィンドウが開き、変更を加え

ることができます。 

（エクスポート） ユーザーグループを任意のモバイルデバイスおよび他の 

PC/Mac で読み込むことができる XML ファイルとしてエ

クスポートします。 

（削除） ユーザーグループを削除します。 



                                           
 

Copyright ©  2018 DELTA Electronics, Inc. All rights reserved. 99 ページ 

NovoPRO ユーザーマニュアル 2.5 

2. ユーザーグループのメニューで [ユーザーグループを選択] を選択します。 

 

3. 希望のグループを選択します。 

 

4. 選択したユーザーグループのユーザーリストが表示されます。[すべて]、[オンライン]、

[オフライン] タブでは参加者のステータスに基づき参加者が分類されています。  
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5. このグループの選択を解除するには、ユーザーグループボタンをクリックしてから 

[このグループの選択を解除] をクリックします。  

 

iPad 

1. ユーザーグループファイル(*.xml)を NovoPresenter アプリにコピーします。  

 これらのユーザーグループファイルは PC/Mac ソフトウェアでエクスポート機

能を使用して生成されます。 

 iPad にファイルをコピーする方法はセクション 3.2.2.3 を参照してください。 

2. NovoPresenter を起動します。[設定]  [ユーザーグループ]  [更新] を開き、コピー

したユーザーグループファイルをインポートします。 
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3. NovoPRO デバイスに接続した後、ユーザーグループボタンをタップします。 

 

4. [ユーザーグループを選択] をタップして利用可能なグループのリストを表示してか

ら、希望のグループを選択します。 

 

5. 選択したユーザーグループのユーザーリストが表示されます。[すべてのユーザー]、

[オンライン]、[オフライン] タブを使用すると、ユーザーのステータスに基づきユー

ザーをすばやく分類できます。 
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6. このグループの選択を解除するには、ユーザーグループボタンをタップしてから、 

[De-Select this Group（このグループの選択を解除）] をタップします。 

 

 

Android タブレット 

1. Android タブレットをコンピューターに接続します。 

2. ユーザーグループファイル (*.xml) をタブレットのフォルダー

「<home>/NovoPresenter/UserGroups」にコピーします。  

残りの操作は iPad と同じです。  

4.5 AirNote 注釈ツール 

AirNote 注釈ツールを使って参加者は全画面プレゼンテーションの間、自身のデバイスから

プレゼンテーションのディスプレイに直接注釈を書き込むことができます。  

4.5.1 AirNote を有効にする  

参加者の画面が全画面プレゼンテーションとしてデバイスに投影されているとき、コラボ

レーションツールメニューの AirNote ボタンを使用して、他の参加者が自身のデバイスか

ら画面に直接注釈を書き込むことができます。  

mei.hou
Sticky Note
De-Select this Group 的日文翻譯:「このグループの選択を解除」
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プレゼンターの画面上のコラボレーションツールメニュー( Desktop Streamer / NovoPresenter ) 

 

注：AirNote が有効なとき、コラボレーションツールメニューのボタンは [AirNote を無効にする] と表
示されます。AirNote が無効なとき、メニューのボタンは [AirNote を有効にする] と表示されます。 

4.5.2 AirNote を使用する 

1. プレゼンターが AirNote を有効にすると、プレゼンテーションセッションの参加者

は AirNote ボタンをクリックして自身のデバイスから直接注釈を書き込むことがで

きます。  

   
参加者の画面上のコラボレーションツールメニュー( Desktop Streamer / NovoPresenter ) 

2. プレゼンテーションディスプレイのショットが参加者のデバイスにコピーされ、そ

こで参加者は注釈をマウス（ Desktop Streamer ユーザーの場合）またはタッチ

（ NovoPresenter ユーザーの場合）で書き込むことができます。デバイスから書き

込まれた注釈がプレゼンテーションディスプレイに表示されます。 

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「NovoScreennote を起動する」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」

mei.hou
Rectangle
日文有錯，正確是「投票の編集」
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注：AirNote で使用される描画ツールは Desktop Streamer のメモ機能で使用されるメモツー
ルと同じです。メモツールの詳細情報は 3.2.2.1 自分のノートを参照してください。 

 

 
 

重要: タブレットを使用している NovoPresenter 参加者のみがデバイスで注釈を書
き込むことができます。スマートフォンユーザーは画面サイズの関係で注釈を書き
込むことはできず、投影された画面上に他の参加者により注釈を書き込んでもらう
ことだけが可能です。  

5 NovoPRO の構成 
セクション 1.3 で説明したように、 NovoPRO デバイスはホーム画面から構成することが

できます。一方、 Desktop Streamer アプリケーションまたは MicroSD カードを使用してデ

バイスを構成することもできます。 

5.1 MicroSD カードを使用した NovoPRO の構成 

この機能を使用してユーザーは MicroSD カードを使用して NovoPRO の設定を自動的に構

成するカスタム構成ファイルを作成し、インストールすることができます。  

 

NovoAutoConfig.xml テンプレートファイルをダウンロードして開く 

1. Vivitek ウェブサイト（http://www.vivitekcorp.com）から zip ファイル「SD Configuration」を

ダウンロードします。「NovoAutoConfig.xml」ファイルを zip アーカイブから抽出します。  

2. WordPad または別の XML 編集プログラムを使用して「NovoAutoConfig.xml」ファイル

を開きます。 

3. WordPad を使用する場合、次のステップに従ってください。その他は使用する XML エ

ディタの手順に従ってください。  

http://www.vivitekcorp.com/
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4. WordPad を起動してテンプレートファイルを開きます。ファイルを開くウィンドウが表

示されたとき、 [すべてのファイル] オプションを使用します。 

 

 

いくつかの設定の値を入力します。 

1. 開くと、次のようなテキストがあります。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <NovoPRO> 

        <edition>CORP or EDU</edition> 

        <wifi-ssid>example_wifi</wifi-ssid> 

        <wifi-password>example_wifi_password</wifi-password> 

        <remote-manager-ip-address>0.0.0.0</remote-manager-ip-address> 

    <remote-manager-port-number>20142</remote-manager-port-number> 

</NovoPRO 

</configuration> 

 

2. 設定環境に従って適切な設定値を変更し、不要なものを削除します。以下の表で各設定

について詳細に説明します。 

キー 値（例） 説明 

edition* CORP または EDU 

エディションの値です。CORP または EDU のい
ずれかである必要があります。これら 2 つのエ
ディションについてはセクション 1.4 を参照し
てください。  

wifi-ssid (example_wifi) Wi-Fi ネットワークの SSID 名です。 
wifi-password (example_wifi_password) Wi-Fi ネットワークのパスワードです。 

remote-manager-ip-address* (0.0.0.0) 
Remote Manager ソフトウェアの IP アドレスで
す。 

remote-manager-port-number* 20142 
デバイスのレポーティングをリッスンするため
に Remote Manager ソフトウェアで使用される
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ポート番号です。20142 はデフォルトの番号で
す。Remote Manager の設定に合わせて変更する
必要があります。 

注：「*」が付された設定は NovoPRO ソフトウェアリリース V2.2 以降でサポートされています。 

3. 変更をテンプレートに保存します。 

ファイルをコピーしてインストールする 

1. NovoAutoConfig.xml ファイルを microSD カードにコピーします。 

2. microSD カードを NovoPRO デバイスに挿入します。 

3. [リセット] ボタンを押して NovoPRO デバイスを再起動します。 

4. 再起動後、これらの設定が NovoPRO デバイスに適用されます。  

5.2 DNS マッピング 

DNS マッピングはネットワーク技術者が NovoPRO デバイスのデバイス名と IP アドレス

を結びつけ、ユーザーがプレゼンテーションセッションにログインするとき両方の項目を 

IP アドレスフィールドで互換的に使用できるようにする機能です。  

これにより、プレゼンテーションセッションに参加したいユーザーが IP アドレスの数字文

字列の代わりにデバイス名のみを使用してログインできる利便性がもたらされます。 

 

 

 
DNS マッピングは NovoPRO デバイスで利用できますが、ネットワーク技術者によりサードパ

ーティ製ソフトウェアを通じて行われる必要があります。DNS マッピングの手順に関する詳細

情報は、 Delta ウェブサイトで提供されているネットワークガイド文書をご確認ください。  

IP アドレス 

フィールド内の

デバイス名 

デバイス名 
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6 NovoPRO の管理 
「Remote manager」は、システム管理者が複数の NovoPRO デバイスを 1 台の PC から管理
することを可能にするスタンドアロンの Windows/Mac アプリケーションで、企業や学校、
その他大規模な機関に理想的です。  

6.1 ソフトウェアのセットアップ 

1. Vivitek ウェブサイト（http://www.vivitekcorp.com）からインストールパッケージを
ダウンロードします。 

 

 
 

2. インストールパッケージをクリックして画面上の指示に従ってください。 

6.2 デバイスの追加/削除/グループ分け 

デバイスの追加 

1. デバイスリストに新規デバイスを追加するには、画面上部にある [(+)デバイス] ボ
タンをクリックします。  

 
 

2. これで [新しいデバイスの作成] ウィンドウが開きます。デバイスの ID 、説明（場
所など）、 IP アドレスを入力します。グループリストプルダウンメニューからグ
ループを選択（オプション）することもできます。[OK] をクリックして新規デバイ
スの追加を完了します。 

 

http://www.vivitekcorp.com/
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3. 新規デバイスが正常に追加されるとデバイスリストに表示されます。  

 

4. デバイスが現在接続されていれば、接続ランプが緑色になります。接続されていな

ければ赤色です。  

 
接続済み 

 
 

切断 

 
 

デバイスの削除 

1. デバイスリストからデバイスを削除するには、リストから削除したいデバイスをク

リックしてから、 アイコンをクリックします。  

2. 確認ダイアログが開きます。[はい] をクリックして確定するか、 [いいえ] をクリッ

クしてキャンセルします。 

 

デバイスリストの更新 
Remote Manager でデバイスリストを更新するには、プログラム画面左上の [更新] をクリ

ックします。  

 
デバイスのグループ分け 

新しいグループを追加するには[ (+) グループ] ボタンをクリックしてから、グループ名、説

明を入力し、グループにデバイスを追加します。  
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グループが定義されたら、グループ名をクリックしてグループのデバイスリストを表示

し、グループに設定を適用できます。さらに、 ボタンと ボタンをクリックしてそ

れぞれグループを変更および削除することができます。 

 

 

6.3 デバイス設定の管理  

1. デバイスを選択してデバイス設定ボタン をクリックすると、デバイス設定管理

画面になります。そこからネットワーク上の各 NovoPRO デバイスの設定をリモート

で表示および（または）構成することができます。  

a. 編集可能なフィールドは、デバイス名、ディスプレイ設定、言語、パスワー

ド（設定保護用）です。  

b. 表示のみのフィールドは、モデル、エディション、アプリのバージョン、ビ

ルドのバージョン、Wi-Fi モード、SSID、Wi-Fi IP、LAN IP です。 
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2. 編集可能な設定を編集するには、編集ボタン をクリックして開始します。 

3. 設定情報を更新するには [更新] をクリックします。  

4. 最新のデバイスファームウェアがあるか確認するには [ファームウェアのアップグ

レード] をクリックします。アップグレードパッケージが利用可能な場合、アップグ

レードプロセスが開始されます。 

5. アプリケーションをリセットするには [クイックリセット] をクリックします。 

6. デバイスを再起動するには [完全リセット] をクリックします。  

7. メイン画面に戻るには [戻る] をクリックします。 

 

6.4 ホーム画面のカスタマイズ  

NovoPRO ホーム画面の右上区域は写真やビデオでカスタマイズできるスライドショーエリ

アです。以下のステップに従ってカスタマイズできます。 

1. [ホーム画面構成] ボタンをクリックします 

 
 

2. [プリロード] と [ユーザー定義] の 2 つのセクションを備えた構成ダイアログが開

きます。 

a. [プリロード] セクション:ビルトインのコンテンツです。2 つの動画クリップ

と 3 枚の写真があります。再生を有効または無効にしたり、再生時間を調整

したりすることができます。  

b. [ユーザー定義] セクション:カスタマイズしたコンテンツです。ユーザーはこ

のスライドショーエリアの「プレイリスト」を編集できます。「プレイリス

ト」には任意の数の写真やビデオを含むことができます。 
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3. [同期] ボタンをクリックして変更を NovoPRO デバイスに適用します（コンテンツ

のアップロードを含む）。 
 

6.5 ファームウェアの更新 

Remote Manager を使用してボタン 1 つをクリックするだけで複数の NovoPRO デバイスに

対しファームウェアのアップグレードを行うことができます。 

1. ホーム画面の [ファームウェアの更新] をクリックしてファームウェア更新画面を開き

ます。  

 
2. 接続デバイスのリストが表示され、左側の列にチェックボックスがあります。更新を確

認したいデバイスを選択するか、 [すべて選択] をクリックしてリスト上の全デバイス

について確認します。[すべて選択解除] をクリックするとすべてのチェックが外れます。 
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3. 更新するデバイスを選択したら、 [今すぐ更新] をクリックします。 

6.6 司会者資格情報の設定 

NovoPRO を使用するとき、デフォルトで最初に接続したユーザーに会議の司会者（司会者）

の役割が割り当てられます。しかし、「実際の」司会者はセッションに最初に参加したユ

ーザーではないことがあるため、これは実際上意図される結果ではないことがあります。

「司会者資格情報」の機能はこの問題に対応するために設計されています。  

 

どのように作用するかを以下で説明します。 

1. 司会者資格情報は、司会者と対応するパスワードのリストを含み、NovoPRO ユニッ

トに保存されています。（司会者資格情報は Remote Manager ソフトウェアを通じ

て管理されます。） 

2. ユーザーデバイスが NovoPRO ユニットに接続すると、そのユーザーデバイスがその司

会者パスワード（あれば）を NovoPRO ユニットに送信します。パスワードが NovoPRO 

ユニットに保存されたものと一致すると、それが最初に接続したデバイスであるか否か

に関わらず、そのユーザーデバイスに司会者の役割が割り当てられます。 

以下の図にプロセスを示します。 

 

 

Remote Manager の司会者資格情報を設定する: 

 
1. デバイスに対して司会者資格情報を設定するには、デバイスリストからデバイスを

選択し、 [司会者の設定] をクリックします。 
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2. これで司会者資格情報ウィンドウが開きます。  
注：変更を有効にするには、画面左上に緑色の接続ランプが点灯していることを確認してく
ださい。 

 
 

3. 対応するウィンドウで司会者名とパスワードを入力します。  

 

 
 

4. ボタンを使用して司会者をリストに追加したり、削除したりします。 

5. [保存] をクリックしてローカル PC に司会者資格情報ファイルを保存します。 

6. [アップロード] をクリックして新しい司会者資格情報ファイルをデバイスにアップ

ロードします。 

7. [デバイスから読み込み] をクリックしてデバイスに保存されたファイルをダウンロ

ードします。 

8. [読み込み] をクリックしてローカルストレージに保存された司会者資格情報ファイ

ルを読み込みます。 

9. [削除（デバイス側）] をクリックしてデバイスに現在保存されている司会者資格情

報を削除します。 

注：司会者資格情報ファイルは XXXX.NCMC ファイル形式で保存されます。 
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7 リモートコントロール 
 

 

 

 

 

 

 

  
電源オン/オフ 

音量を下げる  

 

戻る 

（前のページに戻る） 

カーソルキーパッド  

NovoPRO ホーム画面  

前ページ 音量を上げる  

 

次ページ 

マウスオン/オフ 

Android ホーム画面  

再生/一時停止  
（スライドショーの再生を再開または一時停止）  

Android タスクリスト 

アプリ設定  
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8 仕様 

 

ハードウェア仕様 

電源 5.0VDC、2A 

消費電力 < 10W 

出力解像度 1024x768 (XGA)、1280x720 (HD)、1280x800 (WXGA)、

1920x1080 (F フル HD)、自動設定 

CPU (SoC) ARM クアッドコア 1.6GHz 

メモリ DDR 1024MB 

ストレージ 内部: 8GB (eMMC Flash) 

外部: microSD カードスロット 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) 

入力/出力 USB 入力 USB Type A x 1 

ビデオ出力 HDMI x 1 

カードリーダー microSD カードスロット x 1 

Ethernet 10/100 RJ45 タイプ x 1 

電源入力 Micro USB (5.35V 2A) 

LED ランプ 緑色（システム電源オン）、赤色（システムスタンバイ）、

青色（ネットワークアクティビティ）  

ボタン/スイッチ リセット 

寸法 120x 75 x 26 mm（長さ x 幅 x 高さ） 

重量 128 g 

PC/ノートブックアプリケーション要件 

CPU  インテル Pentium、2GHz（インテル Core i3 以上を推奨） 

オペレーティン

グシステム 

Windows XP、Windows 7、Windows 8 /10（32 ビットお

よび 64 ビット）、Mac 10.6 以降 

RAM 4 GB 

Android モバイルデバイスアプリケーション要件 

オペレーティン

グシステム 

Android 3.2 以降（Android 4.0 以降を推奨） 

解像度 1024x768、1280x800、またはそれ以上を推奨 

iOS モバイルデバイスアプリケーション要件 

オペレーティン

グシステム 

iOS 5.1 以降 

デバイスタイプ iPad、iPad 2、iPad 3、iPad 4、iPad mini、iPad Air 
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9 トラブルシューティング 
 

Q: NovoPRO の電源が入りません。または NovoPRO が動作しません。 

A:  適切な動作電圧と充分な動作電流（5VDC、2A）を有する適した DC 電源が NovoPRO の 

Micro-USB ポートに接続されているか確認してください。 

 
Q: PC がワイヤレスで NovoPRO に接続できません。 

A:  PC を NovoPRO に接続するには、PC が Wi-Fi モジュールまたは外付け Wi-Fi アダプ

タを搭載しており、Wi-Fi が有効にされている必要があります。NovoPRO がホットス

ポットモード（出荷時のデフォルトモード）に設定されている場合、利用可能な SSID 

リストから NovoPRO の SSID を選択します。NovoPRO がクライアントモードに設定

されており、特定の Wi-Fi AP に接続されている場合、利用可能な SSID リストからそ

の AP の SSID を選択します。 
 

Q: 再生/一時停止ボタンが動作しません。 

A:  これらのボタンは現在のプレゼンターのみが使用できます。 

 
Q: NovoPRO でインターネットに接続できません。 

A:  NovoPRO がホットスポットモードに設定されている場合、これは正常です。NovoPRO 

自体は WAN（ワイヤレス広域ネットワーク）アクセスをサポートしていないためで

す。NovoPRO でウェブブラウジングをするなどのタスクにインターネットアクセスが

必要な場合、Wi-Fi をクライアントモードに設定し、インターネットに接続された 

Wi-Fi AP に接続してください。 

 
Q: PC またはモバイルデバイスを NovoPRO に接続できません。 

A:  まず、お使いのデバイスで Wi-Fi が有効になっているか確認します。NovoPRO がホッ

トスポットモード（出荷時のデフォルトモード）に設定されている場合、利用可能な 

SSID リストから NovoPRO の SSID を選択します。NovoPRO がクライアントモードに

設定されており、 Wi-Fi ルーターに接続されている場合、利用可能な SSID リストか

らそのルーターの SSID を選択します。 

 
Q: 全画面でプレゼンテーションするか、分割画面の 1 つでプレゼンテーションするかを

選択できません。 

A: プレゼンテーションを全画面に表示するか、分割画面の 1 つに表示するかを決定する

権限はホストのみが持っています。次の場合、ホストになるよう要請されることがあ

ります。1) NovoPRO でリセットボタンがクリックされた場合、2) ホストから明確に

ホストのコントロールを譲り渡された場合、または 3) すべてのその他プレゼンターが 

NovoPRO から切断された場合。 

 

Q: 私はホストですが、他の参加者  の画面をプレビューできません。 
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A: プレゼンテーションの招待を送信する前に参加者の画面をプレビューするには、その

参加者のデバイスで画面プレビューが有効にされている必要があります。 

 

Q: 使用しているデバイスのオンスクリーンディスプレイが NovoPRO の画面出力で伸

びて/つぶれて見えます。 

A: NovoPRO の選択された解像度と使用しているデバイスの画面アスペクト比間のアス

ペクト比が一致していない（例：デバイス画面がアスペクト比 4:3 で、 NovoPRO の

出力解像度に 16:9 または 16:10 のオプションが設定されているなど）可能性があり

ます。NovoPRO のディスプレイ解像度をご利用のデバイスに一致させるか、ご利用の

デバイスの画面アスペクト比にできるだけ近付けて設定してみてください。ディスプ

レイ設定で自動設定を選択することで、 NovoPRO に自動的に最適な出力解像度を決

定させるオプションもあります。 

 

Q: プレゼンテーション中に、 PC/Mac コンピューターのカーソルがちらつきます。 

A: PC/Mac コンピューターの画面解像度を変更してみてください。また問題が解決され

る、または最小限になるまで、プロジェクションモード、視聴画質、スクリーンリフ

レッシュレートの設定（ご利用の PC/Mac コンピューターを NovoPRO に接続する前

に設定する必要があります）を変更してみてください。 
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10 安全情報 
説明書を参照し、デバイスを操作する前に安全上の指示に留意してください。 

 電源の出力電圧がご利用のデバイスの動作電圧に一致していることを確認してください。 

 感電の危険を防止するため、このデバイスを水の近くや高湿の環境で使用しないでくだ

さい。 

 ご自身でこのデバイスを分解したり、修理を試みたりしないでください。お近くの Delta 

サービスセンターにご連絡ください。 

 デバイスのプラスチックパッケージはお子様の手の届かない場所に保管してください。 
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