
２０２２年３月吉日 

公益社団法人日本青年会議所 

中国地区内各地会員会議所 

理事長 御中 

公益社団法人 日本青年会議所 

中国地区協議会 

会長 澤田 健吾 

中国地区コンファレンス運営委員会 

委員長 影山 瑛一 

 

公益社団法人 日本青年会議所 中国地区協議会 

「中国地区コンファレンス２０２２ in 松江」 

第１回 ＷＥＢ交流会「うぇぶこん」開催のご案内 

 

拝啓、陽春の侯、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より私ども公益社団法人日本青年会議所中

国地区協議会に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、公益社団法人日本青年会議所中国地区協議会は今年度『感謝でつながるまちをつくり愛で溢れる中国

の実現』を基本方針に『来い！より恋！』をスローガンとして活動をしております。そして、『価値観の違いを

乗り越え実現する多様性あふれる中国地方』をテーマに、誰もが楽しめるニューノーマルな大会を開催し、Ｊ

Ｃ運動の機運を高めることで、メンバーの成長並びに地区内のＪＣ運動の推進に繋げていただく、「中国地区コ

ンファレンス２０２２ in 松江」を６月１８日（土）および１９日（日）に松江の地にて開催いたします。 

 その一環として、メンバーの成長とＪＣ運動の推進となるような地区内メンバーの交流の機会として、バー

チャル空間ソフト「ｏＶｉｃｅ」を用いて、ＷＥＢ交流会「うぇぶこん」を開催致します。第１回の今回は松

江市長の上定昭仁にもご協力いただき、開催地である松江の魅力をご紹介いただきます。その後は松江青年会

議所のメンバーや地域で活動する市民をお招きしておりますので、ぜひ現地松江の空気を感じていただきたい

と存じます。 

ご多忙中とは存じますが、ご臨席賜りますようご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 
１. 日 時     ２０２２年４月２２日（金） １９：００～２１：３０（受付開始 １８：４０） 

 

２. 場 所     ・ｏＶｉｃｅ 

         ＵＲＬ（https://chugokuchikuovicespace.ovice.in/） 

           ｏＶｉｃｅの利用方法に関しましては、当日もご説明を差し上げる予定ですが、 

事前に添付のｐｄｆをご参照いただきますようお願いします。 

 

３.対象者     中国地区協議会所属ＬＯＭメンバー 

 

４.ドレスコード  自由 

 

５.スケジュール  １８：４０ 参加者ログイン開始 

１９：００ 交流会について説明・操作説明 

１９：２０ 開会・主催者挨拶・趣旨説明・講師紹介 

１９：３０ 松江市による開催地紹介 

２０：００ 交流会開始 

２１：３０ 閉会 

 

６．交流会テーマ 「開催地紹介」 

地区内ＬＯＭメンバー同士、並びに開催地ＬＯＭメンバーや、 

地域市民との交流の場とさせていただきます。 

 

 

７.登 録 料    無料 

 

８.特記事項    飲食等自由にしながら気楽に交流してください。 

https://chugokuchikuovicespace.ovice.in/


当日は委員会スタッフ等が、知らないメンバー同士の新たな交流創出の 

お手伝いをいたします。 

ｏＶｉｃｅ 

会場は常時開放しているので、いつでも試しに入ってみてください 

 

９.登録期限    ２０２２年４月２０日(水)までにお願いいたします。 

 

１０.登録方法   以下のＵＲＬから参加フォームの入力をお願いいたします。 

                   https://forms.gle/BEPqzEnfZCKehzix5 

 
 

１１.今後のうぇぶこんスケジュール 

          ４月２２日（金） 第１回ＷＥＢ交流会「講演並びに開催地紹介」 

４月２７日（水） 第２回ＷＥＢ交流会「業種別交流ｐａｒｔ１」 

５月１１日（水） 第３回ＷＥＢ交流会「役職別交流会」 

５月２３日（月） 第４回ＷＥＢ交流会「趣味別交流会」 

５月３１日（火） 第５回ＷＥＢ交流会「業種別交流ｐａｒｔ２」 

 

上記に関する問い合わせ先 

公益社団法人日本青年会議所 中国地区協議会 

担 当：中国地区コンファレンス運営委員会 

      副委員長 西本 卓史 （０８０－３００９－０５３６） 

メール：chugoku.district.conference2022@gmail.com 

 

https://forms.gle/BEPqzEnfZCKehzix5


oVice について 

 

 

oVice は自分のアバターを使ってオンライン画面上を自由に動いて相手に話しかけられ

る「バーチャル空間」で、近くのアバターの声は大きく、遠くの声は小さく聞こえる仕組み

が導入されています。簡単な確認はもちろん、必要に応じて画面共有やビデオ通話も可能で

す。セミナーと交流会が一画面で実施できるため、多くの参加者が集まるイベントや学会な

どでの利用が進んでいます。 

 

 

 

スペースの背景、レイアウトは自由に編集することができ、セミナーや懇親会、式典など

用途に合った背景を設定することで、自由に空間を作り上げることが可能です。 

また、相手のアバターに近づくことで声を届けることができる仕組みの為参加者同士で

のコミュニケーションが取りやすいという点が特徴となっています。その為、オンライン飲

み会や懇親会のような参加者同士がコミュニケーションを取る場として有効なコンテンツ

となっています。アバターを操作し、人に近づいて挨拶をし、コミュニケーションを取ると

いったようなできるだけ現実に近い形での交流がオンライン上で可能になります。 

 



 

基本的な機能として Zoom でできることは基本的に可能（画面共有、音声通話、カメラ機

能など）となっており、スペース内に Web ページの接続や、案内板、Youtube との連携も

可能となっており、実際に展示会、セミナー、カンファレンス等様々な導入事例もございま

す。また、会議室機能を使えば、クローズドな空間での打ち合わせや商談が可能です（会議

室内には外の音声は聞こえず、会議室の会話も外に聞こえることはありません。）会議室に

は入室上限人数の設定や鍵をかけることも可能となっております。 

 

 

外務省と JAPI 共催、世界 40 か国以上の帰国留学生が集まるオンライン国際カンファレ

ンスで oVice が活用されました。 



 

初見の参加者でも分かりやすい案内レイアウト 

 

参考資料：oVice ホームページ（https://ovice.in/ja/） 

https://ovice.in/ja/


oVice 利用説明書 

 

1 oVice「オヴィス」とは 

（1）バーチャル空間 oVice（オヴィス）とは   

oVice（オヴィス）とは、オンライン上の空間です。その空間をワーキングスペースとして利用することも、

イベント会場として使うことも、コニュニティーの拠点としても利用できるオンラインコミュニケーションツールで

す。   

oVice の最大の特徴は、バーチャル空間でありながらまるで現実世界のようなコミュニケーションが可能

な点です。オンラインでは極めて難しかった「立ち話」やスペース同士の「シームレスな移動」、会話を邪魔

しない「館内アナウンス」などが可能となり、現実世界とオンラインにおけるコミュニケーション双方の利点を

兼ね備えたツールです。   

 

（2）oVice の機能 

 oVice には以下のようなことが可能です。 

 



2 oVice 事前確認について 

（1）oVice の推奨デバイス、環境について 

 oVice の推奨は WEB カメラ付パソコンです。スマートフォンやタブレットでも入室可能ですが、使用上

の制限がかかる場合があります。 

 

 【ブラウザ対応表】 

ブラウザ Windows Mac 
Android 

（モバイル） 

iOS 

（モバイル） 

Chrome ◎ ◎ 〇 × 

Safari - 〇 - 〇 

Firefox △ △ △ △ 

Edge 
〇 

(Ver79.0.309.65 以降)  

〇 

(Ver79.0.309.65 以降)  
× × 

Opera 〇 〇 △ △ 

 

（2）通信環境について 

 oVice 利用に必要なネットワーク環境は 3Mbps のネットワークが必要です。 

（通常の WiFi 環境、有線接続等の環境であれば問題ありませんが、スマートフォンでのデザリング等の

場合は通信量が不十分な場合がございます） 

※対応デバイスの対応確認とともにインターネット環境に不安の方は「MiiTel Speed Test（ミーテルス

ピードテスト）」にて、 環境確認を行うこともできます。（ここで４つ以上を目指す） 

Miitel Speed Test  

（MiiTel Speed Test はインターネットを利用した IP 電話やオンライン会議などリアルタイム通信におけ

るインターネット通信環境をテストすることができます。 

データの伝送速度の測定に加えて、MiiTel の実際の通話と同じ音声通信をバックグラウンドで行い、音

声品質を確認できます。所要時間はおよそ 2 - 3 分です。） 

 

 

3 oVice の基本機能について 

・マイクの使用を許可する 

oVice を利用するためにはマイクの許可をしなければいけません 

 

https://speedtest.miitel.jp/


 

 

    

 

・初めて入場するとマイクの使用許可が求められます。 

・マイクの使用を許可すると oVice 内での通話機能を利用することができます。 

 

※誤って「許可」ではなく「ブロック」を選択してしまった場合※ 

 

 



URL バー左端の鍵マークをクリックすることで再度許可することができます 

 

・アバターを動かす 

目的の場所をダブルクリックするか、自分のアバターをドラッグすることでスペースの中を自由に移動すること

ができます。 

 

・他の人と話す 

ミュート解除時に自分の声が届く範囲が常に可視化されます。 

 

話したい相手に近づいて声掛けをしましょう。 

 

お互いの円（赤い〇と緑の〇）が重なってい

ると会話が可能です。 

相手のアイコンに近ければ近いほど声がハッキリ聞こえ、遠く離れると声が小さくなります。さらに遠くなり相

手の声の届く範囲から出てしまうと声が聞こえなくなります。 

 

 

・向かい合って話す 

アバターについている小さい赤の矢印はアバターの顔の向きを示していま

す。 

矢印の方向にあるアバターの声はよりハッキリ聞こえ、 

自分の声もよりハッキリ通ります。 

顔の向きを合わせる際は、相手のアイコンをクリックすることで矢印の向き

を合わせることができるようになっています。 

※アイコンを動かすと顔の向きも変わってしまいますのでご注意ください。 

※向き合わずに会話している場合、少しの動きで声が聞こえなくなってしまう場合があります。 



 

 

・複数人で会話を楽しむ 

 

複数人で話をする場合は、ミーティング機能を使って話すことができます。オブジェクトを呼ばれるアイコンを

ハブにして、ハブ経由で全員が繋がることができます。 

 

ア）オブジェクトマークを使う  

 （既に立ち上がっているミーティングに参加） 

①オブジェクト（人が３人集まっているアイコン）を  

クリックする。  

 

         ▼  

 

②アイコンをクリックして接続が出来ると、 

線で繋がった 状態になる。   

※自分以外の近くにいる人がオブジェクトマークを表示している必要があります 

 

・ビデオ通話を開始する 

 ミーティングに参加している相手とはビデオ通話をすることが可能です。

 

画面下部の操作バーからビデオマークをクリックすることでビデオのオン/オフ操作が可能になります。 

立ち上げ時（参加時）はビデオがオフになっています。オンにしてビデオ通話を開始しましょう。 

 

※自分のカメラを ON にすると右上のミーティング画面左下に小さい枠として表示されます。クリックして拡

大可能です。  

※オブジェクト立ち上げ者、参加者で表示されるメニューが異なります。 

 

 

 

 



4 よくあるトラブル（トラブルシューティング） 

 

・相手の声が自分に聞こえない 

相手の声が聞こえない場合は、まずは以下の確認をお願い致します。 

①別タブで YouTube を再生してみる。 

  

 ⇒音が聞こえない場合は、PC の音量設定もしくはイヤホンの接続不良の可能性があります。 

  

YouTube の音は聞こえるけど、oVice 上で相手の声が聞こえない場合 

↓ 

②PC のスピーカー設定の確認を行う(スピーカー設定の変更) 

【参照ページ】 

Windows スピーカー設定 

Mac スピーカー設定 

  

PC のスピーカー設定を行っても相手の声が聞こえない場合 

③ネットワークの問題の可能性がございます。 

 社内ネットワークの場合下記よりネットワーク設定を行ってください。 

Miitel Speed Test 

 

 

・自分の声が相手に聞こえない 

①URL 横の鍵ボタンをクリック ⇒ マイクの許可を確認 

 

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=j

a 

 

②oVice マイクボタンの左上の歯車(赤丸で囲っている)を押して、繋げているマイクを変更する 

 

https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018138
https://support.apple.com/ja-jp/HT203186
https://speedtest.miitel.jp/
https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja


PC 

 

③PC のマイク設定を確認する 

Chrome のマイク・カメラ設定の確認はこちら 

  

■Google Chrome と PC のマイク接続が行われているか？を確認する方法はこちらのページを参照く

ださい。 

 

・スマホで oVice スペースに入れない 

oVice 利用の推奨デバイスは WEB カメラ付パソコンです。スマートフォンやタブレットでも入室可能で

すが、使用上の制限がかかる場合があります。 

また、oVice スペースの URL を LINE などのアプリケーション上のブラウザタブからは開けません。 

従いまして、oVice スぺ―スの URL をコピーして iPhone なら Safari、Android なら chrome にコピ

ーして開いて頂ければと思います。 

 

・複数人が同じ部屋で接続するとハウリングが発生する。 

 複数人の方で同じ部屋で参加され、マイクをオンにするとハウリングが発生します。マイクとスピーカーが同

じ空間にあるときに、話者以外に、スピーカーから発している音をマイクが拾ってしまうことがあります。 この

マイクがスピーカーから拾った音をアンプが増幅して、さらに大きな音でスピーカーが拡声することでハウリング

が発生します。 

対処法として、oVice の特性である「立ち話機能」を使い雑談を楽しんでいただくためにも、各自マイク

付きのイヤホンの装着をお願い致します。マイク付きのイヤホンを使い、スピーカーの音が他のマイクに入ら

なければハウリングは発生せず、ハウリングの発生を防ぐことが可能です。 

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://eikaiwa.weblio.jp/information/info/trouble_camera


PCから音声は出るか
Yes/No

Yes

No

oVice内での設定の可能
性があります

oVice利用説明書
P2～3、P6

①自分の声が相手に聞こえない
②相手の声が自分に聞こえない

①

②

一度相手から離れて近づいてみる
ページを更新してみる

アバターがくるくるしている
Yes/No

直らない

Yes

No

ご利用環境の確認をお願いします
oVice推奨環境

MiiTel Speed Test

ブラウザにおいてマイクを許可して
いるか確認をお願いします

Chromeの場合/Edgeの場合
/Safariの場合/ Firefoxの場合

oVice内の設定をご確認ください
oVice利用説明書P6

〇音声トラブルシューティング

一度ページの更新をお願いします

PC内の入力設定の確認をお願いします。
Windowsの設定/ Macの設定

PC内の出力設定の確認をお
願いします。

Windowsの設定確認
MACの設定確認

直らない

https://drive.google.com/file/d/17mM_Zr7JGOrsAz2xCdC0SeI9ZW_t-RKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mM_Zr7JGOrsAz2xCdC0SeI9ZW_t-RKG/view?usp=sharing
https://ja.ovice.wiki/2172b542fb3e4992aeba14e8db9a357b
https://speedtest.miitel.jp/
https://promote.cocripo.co.jp/manual/631/
https://promote.cocripo.co.jp/manual/1243/
https://support.apple.com/ja-jp/guide/safari/ibrw7f78f7fe/mac
https://support.mozilla.org/ja/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions
https://drive.google.com/file/d/17mM_Zr7JGOrsAz2xCdC0SeI9ZW_t-RKG/view?usp=sharing
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchla1b1e1fe/mac
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39523
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchla1b1e1fe/mac
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