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1. はじめに 

1.1. 概要 

ほかのアプリケーションで作成されたファイル（PDFやExcelなど）を、

MetaMoJiアシスタント（Windows専用ツール）で読み込むと、

MetaMoJi Cloudを経由して資料や教材（MetaMoJi対象製品のノート）に

なり、参加者と共有できます。 

 

1.2. ファイル 

 ノートにできるファイル形式 

• PDF 

• テキストファイル 

• Microsoft Office製品（Word・Excel・PowerPoint形式）のファイル 

• イメージ（*.png、*.jpg、*.jpeg） 

→ テキストファイルおよびMicrosoft Office製品のファイルを利用する場合（P.5） 

ほかの形式で保存されているファイルは、ノートにできるファイル形式で保存し直しておきま

す。 

 紙の場合 

紙の印刷物などを読み込む場合は、スキャナや複合機などで上記のファイル形式で保存してお

きます。 

 スキャナや複合機を利用して読み取り・保存する方法は、お使いの機器のマニュアルなどでご確認ください。 

 ファイル名について 

ファイル名をノートのタイトルとして利用する場合は、タイトルを変更しておきます。  
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1.3. ノート 

ファイルは、次のように変換されてMetaMoJi対象製品のノートまたはシェアノートへ読み込まれ

ます。 

• PDF 

PDFとして読み込まれます。 

• テキストファイル、Microsoft Office製品のファイル 

PDFに変換されて、読み込まれます。 

→ テキストファイルおよびMicrosoft Office製品のファイルを利用する場合（P.5） 

• イメージ 

ノートの背景として読み込まれます。１ファイルは、ノートの１ページになります。 

 ノートに読み込まれたあとで、元のファイルを編集することはできません。元のファイルを編集して保存してか

ら、再度MetaMoJiアシスタントなどで読み込みます。 

 MetaMoJi ClassRoomの「授業ノート」に変換することはできません（P.8）。 

1.4. 対象製品・ツール 

 MetaMoJi 対象製品 

• eYACHO forBusiness （バージョン 4/5/6） 

• GEMBA Note for Business （バージョン 4/5/6） 

• MetaMoJi Share for Business （バージョン 3/5/6） 

• MetaMoJi Note for Business 

• MetaMoJi ClassRoom 

• MetaMoJi Dental eNote 

• Creators Note 

各製品をご利用いただくためには、ライセンスの購入が必要です。 

 対象製品に含まれるツール 

• MetaMoJi アシスタント 

• MetaMoJi Cloudツール  
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1.5. 動作環境 

対応OS Microsoft Windows 8.1以上 

ソフトウェア .NET Framework 4.5以上 

 環境にない場合は、自動でインストールされます。 

 タブレットモードでは、ご利用いただけません。 

 テキストファイルおよび Microsoft Office 製品のファイルを利用する場合 

MetaMoJiアシスタントを利用するWindows PCに、Microsoft Office 2010 以上がインストールさ

れている必要があります。→ 1.2 ファイル（P.3） 

1.6. MetaMoJi Cloud 

対象製品・ツールで作成したノートや、Web管理ツールの設定などを、インターネット上のサーバ

ーで安全に保管・管理するMetaMoJiのクラウドサービスです。 

1.7. オンプレミス版のサーバー、アプライアンス製品をご利

用の場合 

Web管理ツールの「ダウンロード／リンク」から「MetaMoJiアシスタント インストールプログラ

ム」をダウンロードし、インストールしてご利用ください。 

 Web管理ツールの「ダウンロード／リンク」に「MetaMoJiアシスタント インストールプログラム」がない場合

は、MetaMoJiアシスタントに未対応のバージョンとなります。 

この文書では、最新版のMetaMoJiアシスタントを利用して説明しています。Web管理ツールからダ

ウンロードしたMetaMoJiアシスタントでご利用いただけない機能が含まれる場合があります。 

 アップデートについては、弊社サポート窓口または営業窓口までご連絡ください。 
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2. MetaMoJi アシスタントを準備する 

2.1. MetaMoJi アシスタントをインストールする 

① Windows PC で、次の QR コードまたは URL から MetaMoJi アシスタントのホームペー

ジを開きます。 

 

② MetaMoJi アシスタントのインストールプログラムをダウンロードします。 

すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてからご利用ください。 

→ 1.7 オンプレミス版のサーバー、アプライアンス製品をご利用の場合（P.5） 

③ ダウンロードしたファイル（MMJAssistantSetup.msi）を実行し、画面にしたがってイン

ストールします。  

 https://product.metamoji.com/tool/assistant/ 

https://product.metamoji.com/tool/assistant/
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2.2. MetaMoJi アシスタントを起動する 

① Windows のスタートボタンから「MetaMoJi Corp」＞ 「MetaMoJi Assistant」を

選びます。 

 ログイン情報が保存されている場合は、自動的にログインして MetaMoJiアシスタントが起動します。 

② 「ログイン」画面が表示されるので、「法人/学校 ID」「ログイン名（ユーザーID）」

「パスワード」を入力します。 

 

 「法人ID /学校ID」「ログイン名（ユーザーID）」を確認する 

MetaMoJi対象製品を開き、ノート一覧画面で、 （製品のアイコン）>「アカウント情報」を選んで確認

します。パスワードは、管理者にご確認ください。 

 オンプレミス版では、 を押して「サーバーURL」を入力します。 

 

 「他のサービスでログイン」が表示された場合は、他のサービスのアカウントでログインできます。 

→ MetaMoJi CloudとAzure ADの連携ガイド 

 MetaMoJi ClassRoomでは、先生のみログインできます（P.8）。 

③ ［ログイン］を押します。 
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2.3. 画面について 

本書では、最新版のeYACHO for Business 6と、最新版のMetaMoJiアシスタントを使って説明してい

ます。画面や利用できる機能が、お使いの対象製品・ツールと異なる場合があります。 

 

 MetaMoJi ClassRoom 

 

• MetaMoJiアシスタントにログインできるのは、先生のみです。 

• 「配布形式」は通常ノート、「配布先」はマイボックスのみです。 

「授業ノート」にするためには、MetaMoJiアシスタントでマイボックスにノートを配布後、

MetaMoJi ClassRoomでノートを開き、授業で使うための設定をしてからクラスボックスに授

業ノートとして配布します。 

• MetaMoJi ClassRoomで利用しない機能は、選択できません。 

• MetaMoJi ClassRoomにない機能は表示されません。  

アカウント情報が表示されます。 

 

［パスワード変更］をしたり、［ア

カウントの変更］から、別の法人/

学校IDでログインしたりできます。 

MetaMoJi Shareでは表示されませ

ん。 
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3. MetaMoJi アシスタントで配布する 

 3.1 MetaMoJi アシスタントでファイルを選び配布する（P.9） 
 

 3.2 ショートカットを作成して配布する（P.11） 
 

 3.3 対象フォルダ内のファイルを自動で配布する（P.12） 

3.1. MetaMoJi アシスタントでファイルを選び配布する 

ほかのアプリケーションで読み込みたいファイルを開いている場合は、閉じてから操作します。 

① ［ファイルの選択］を押し、ノートにするファイルを選びます。 

  

エクスプローラーのファイルをドラッグして、MetaMoJiアシスタントの［資料］エリアで離し

て追加することもできます。 

 

 一度に100ファイルまで追加できます。 

 一度に追加できるファイルサイズは、合計100MBまでです。 

② 「タイトル」を設定します。 

［資料］エリアの一番上のファイル名が自動で表示されます。 

「自動」をオフにして、タイトルを変更することもできます。 

 

Er

ro

r! 

R

ef

er

en

ce 

so

ur

ce 

no

t 

fo

un

d. 

追加したファイルは、 で削除できます。 

上から順に読み込まれます。

ファイルを選んで[上へ][下へ]

を押すと、変更できます。 

② 

オンのときは、［資料］エリアに選んだ複数

のファイル（PDFとExcelなど異なる形式も

可）をひとつのノートにします。オフにする

と、ファイルごとにノートを作成します。 

4.1 ページの種類について
（P.15） 
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③ 「配布形式」で、「シェアノート」または「通常ノート」を選びます。 

「シェアノート」を選ぶと、「開催日」「削除日時」「機能の利用設定」を設定できます。 

 

④ 配布先と参加者の設定をします。 

1. ［配布先の追加・変更］を押します。 

 

2. ［フォルダの選択］画面で、配布するフォルダを選び、[OK]を押します。 

  

「シェアノート」を選び、配布先をチームフォルダにすると、チームフォルダのメンバーが

参加者として設定されます。参加者の一覧が表示されるので、必要に応じて権限を変更した

り、参加者を追加したりします。→ 4.5参加者の権限を変更する・参加者を追加／削除する（P.19） 

⑤ ノートやシェアノートにパスワードが必要な場合は、「設定する」をオンにし、パスワー

ドを入力します。 

   

⑥ [配布]を押します。 

ファイルが MetaMoJi Cloud を経由してノートに変換され、参加者に配布されます。 

配布先のメンバーは、MetaMoJi 対象製品を開くとノートやシェアノートが表示され参加でき

ます。 

  

 配布先は、複数選べます。 

3.2ショートカットを作成して配布する（P.11） 

3.3対象フォルダ内のファイルを自動で配布する（P.12）
（P.12） 

③ 

4.3削除日時を設定する（P.17） 4.2開催日を設定する（P.16） 4.4「機能の利用設定」について
（P.18） 
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3.2. ショートカットを作成して配布する 

繰り返し使う設定をしたMetaMoJiアシスタントへのショートカットを作成できます。エクスプロー

ラーからファイルをドラッグして、作成したショートカットにドロップすると配布できます。 

3.2.1. ショートカットを作成する 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. ショートカットから配布する 

 

 

 

進行状況が表示されます。ファイルがMetaMoJi Cloudを経由してノートに変換されると、

「配布完了」と表示されます。 

 

② 
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3.3. 対象フォルダ内のファイルを自動で配布する 

［自動配布の設定］画面でステータスが「自動配布ON」になっているときは、「対象フォルダ」

にあるファイルが、設定した間隔で自動配布されます。 

3.3.1. 対象フォルダ内のファイルを自動で配布する 

 

 

 ほかのアプリケーションでファイルを開いている場合は、必ず閉じておきます。 

 

 

 

［自動配布の設定］画面が表示されます。 

 

 

 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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• ステータスが「自動配布ON」になっているときは、②が⑥のタイミングで自動的にノ

ートに変換され、配布され続けます。 

 ［自動配布の設定］画面は、画面右上にある［―］を押すと最小化されます。 

• 配布できると、①に自動的にフォルダが作成され、②が移動します。 

 

［success］フォルダ：配布されたファイル 

［error］フォルダ：配布されなかったファイル 

 

⑦ 
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3.3.2. 自動配布のショートカットを作成し配布する 

3.3.1対象フォルダ内のファイルを自動で配布する（P.12）の手順で、自動配布で繰り返し使う設

定にしてからショートカットを作成すると、次回以降は簡単に自動で配布できます。 

 

 

 

 

 

 

ショートカットからMetaMoJiアシスタントを起動すると、［自動配布の設定］画面が表示さ

れます。 

②で、「起動時に自動配布を開始する」をオンにした場合は、［開始］が押された状態の

［自動配布の設定］画面が表示され、すぐに自動配布が始まります。 
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4. 付録 

4.1. ページの種類について 

ノートのページは、日付を持つデイリーページと、日付を持たない自由ページがあります。デイリ

ーページは、その日の日付が自動で入ったり、日付からページを探せたりと、スムーズな日付管理

をサポートします。自由ページは、日付をまたがるメモや参照する資料を置いておくと便利です。 

 

  

  

デイリーページ 

自由ページ 

を押して日付を選ぶと、デイリーページを追加できます。 

●を押すと、作成したデイリーページを表示します。 
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4.2. 開催日を設定する 

ノート一覧の  を押して表示される「シェアビュー」では、設定された開催日時順にシェアノ

ートが並びます。参加者は、開催日時から簡単にシェアノートを探すことができます。 

 

• 「日時で指定」 

開催日と時刻を選びます。 

 

• 「曜日と時刻で指定」 

定例会議など、開催する曜日と時刻が決まっている場合に選びます。 

 

• 「設定しない」 

開催日が決まっていない場合は、「設定しない」を選びます。 

シェアビューの「開催日設定なし」タブからシェアノートを探すことができます。 
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4.3. 削除日時を設定する 

シェアノートを削除する日時を設定することができます。 

• 「日時で指定」 

 

• 「配布日を起点に指定」 

 

• 「設定しない」 

削除する予定がない場合は「削除しない」を選びます。 

 削除日時を過ぎたシェアノートについて 

• 削除日時が過ぎたシェアノートは、自動的に削除されます。シェアビューからはすぐ消

え、表示されなくなります。ノート一覧のチームフォルダには、1時間ほどは残っていま

すが、シェアノートを開くことはできません。 

• 削除日時を過ぎたシェアノートを開こうとすると、「指定したシェアノートはすでに削除

されています」と表示され、開くことはできません。シェアノートの編集や共有もできま

せん。 

• 削除日時が過ぎたシェアノートを元に戻すことはできません。  
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4.4. 「機能の利用設定」について 

 

• 発表者になったときに自動的に録音する 

オンにすると、発表者になったときに自動的に録音されます。 

• ボイスレコーダーの利用 

録音できる参加者の権限を選びます。 

→4.5参加者の権限を変更する・参加者を追加／削除する（P.19） 

• 内容の持ち出し 

［カット］［コピー］［印刷］［送る］など、シェアノートの内容をコピーしたり外部に送っ

たりするコマンドの利用を許可するメンバーを選びます。［禁止］を選ぶと、すべてのユーザ

ーでシェアノートの内容をコピーしたり外部に送ったりするコマンドを利用できなくなりま

す。 

  



MetaMoJiアシスタントの使い方 

19 

4.5. 参加者の権限を変更する・参加者を追加／削除する 

［配布先の変更・追加］を押して配布先を選ぶと参加者の一覧が表示されます。 

必要に応じて権限を変更したり、参加者を追加したりします。 

 

• 参加者の権限を変更する 

「進行係」「発言者」「閲覧者」から選びます。 

 

• 参加者を追加する 

［ユーザーの追加］押すと表示される一覧から追加したいユーザーを選びます。 

• 参加者を削除する 

削除したい参加者の を押します。 

• 「上記以外のユーザー」の権限を設定する 

［参加者］エリアに名前のないユーザーの権限を設定できます。 
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