
2021年 9月 15日

株式会社リコー

RICOH
Unified Communication 
System Apps

アップデート
のご案内

【対象】
for iPhone・for iPad・for Android



Index
1

 アップデート概要

 相手拠点表示の条件切替機能について

iPhoneの表示例

iPadの表示例

Androidスマートフォンの表示例

Android タブレットの表示例

 補足｜アップデートの種類

--------------------------------------------------------------- ２

------------------------------------------- ３

---------------------------------------------------------------- ４

-------------------------------------------------------------------- 6

------------------------------------------------８

------------------------------------------------ １０

---------------------------------------------------- １２



アップデート概要
 アップデート実施日

－ 2021年 9月 27日（月）
※Google Playストア、App Storeにて、27日（月）の任意の時間に更新されます。

いずれも、更新開始は9:00からとされていますが、完了時間は定まっておりません。

 対象・リリースバージョン・アップデート種類※
－ Unified Communication System Apps for iPhone Ver.4.2.0 ：必須
－ Unified Communication System Apps for iPad Ver.4.2.0 ：必須
－ Unified Communication System Apps for AndroidTM Ver.3.2.0 ：任意

今回アップデートいただいた結果、上記のバージョンとなります

☆ アップデート種類について ※詳細には、本書末尾 “【補足】アップデートの種類について” をご参照ください。
－ 必須：実施いただかないとサービスを利用いただくことができません。
－ 任意：アップデートしなくてもサービスはそのままご利用いただけます。

☆ 留意点
iPhoneの場合、iOS11以下※ では作動しません。予めOSのアップデートが必要です。 ※サポート対象外

 主なアップデート内容
－相手先を指定した優先表示機能・非表示機能の追加
－ その他軽微な不具合等への対応
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相手拠点表示の条件切替機能について

 ご利用シーン

会議中に、 “優先的に表示する拠点” “非表示とする拠点” を、随時選択できるようにしました。

本システムで表示可能な相手拠点数は、スマートフォンサイズで3拠点、タブレットサイズで4拠点と表示
数が限られ、かつ表示される相手先は話者優先でしか表示されなかったため、必要な時に必要な相手
先を表示させたいというご要望がありました。また場合によっては、非表示にしたいことも考えられるため、
優先表示や非表示を、相手先ごとに選択できるようにしました。

 ご利用方法

・会議画面左上に表示される人型アイコン
をタップし、参加者の一覧を表示します。

・参加者名の右側に、画面への
表示条件を示すアイコンが表示され
これをタップして状態を変えることが
できます。

・表示条件は３種から選択できます。
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・・・ “優先表示” アイコン
表示優先度を最上位にします
複数を優先表示にした際は、
後に選択した拠点が最上位
となります

・・・ “通常表示” アイコン
会議毎の初期状態です

・・・ “非表示” アイコン
選択拠点を非表示にします

※ Androidスマートフォンの例



iPhoneの表示例
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※ 優先表示機能を2拠点以上に利用する場合、後に優先表示した拠点が、より上側に表示されます。
※ 優先表示している拠点が1拠点でもある場合は、話者優先での表示拠点の自動切り替わりは起こらなくなります。

参加者一覧から選択した拠点を “優先して表示” することが出来るようになりました。

拠点１

拠点２

拠点３

拠点４

拠点１

拠点２

自拠点 自拠点

操作の結果、
“優先表示”の
アイコンに変化

操作例
拠点４は、この操作前には表示されていなかった拠点です。

①人型のアイコンを
タップして参加者一覧
を表示

②拠点４の “通常表示”
のアイコンをタップして
ダイアログを表示

➄拠点４が最上部に表示
拠点3が画面から消えました

③“優先表示”の
アイコンをタップ

④”×” をタップして
参加者一覧を閉じます

◆操作の結果◆◆初期状態◆

◆拠点４を、通常表示 から優先表示 に変更し、表示させます。

①優先表示機能
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参加者一覧から選択した拠点を “非表示” にすることが出来るようになりました。

※非表示にしている拠点が1拠点でもある場合は、話者優先での表示拠点の自動切り替わりは起こらなくなります。

拠点１

拠点２

拠点３ 自拠点 自拠点

操作の結果、
“非表示”の

アイコンに変化

拠点２

拠点３

拠点４

操作例
代わりに別の拠点が表示されることになります。

➄拠点１が画面から消え
変わって、拠点4が表示

①人型のアイコンを
タップして参加者一覧
を表示

◆操作の結果◆◆初期状態◆
②拠点１の “通常表示”
のアイコンをタップして
ダイアログを表示

③“非表示”の
アイコンをタップ

④”×” をタップして
参加者一覧を閉じます

◆表示されていた拠点１を、非表示 に設定し、画面から消します。

iPhoneの表示例 ②非表示機能
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iPadの表示例

参加者一覧から選択した拠点を優先して表示することが出来るようになりました。

自拠点

拠点１ 拠点２

拠点３ 拠点4

自拠点

拠点３拠点２

拠点１拠点５

①人型のアイコンをタップして
参加者一覧を表示

◆拠点５を表示させるため、、通常表示 から優先表示 に変更します。操作例
拠点５は、この操作前には表示されていなかった拠点です。

◆操作の結果◆◆初期状態◆

①優先表示機能

②拠点５のアイコンをタップ

③“優先表示”アイコンをタップ

④参加者一覧を閉じます

➄拠点５が左上部に表示
拠点４が画面から消えました
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参加者一覧から選択した拠点を “非表示” にすることが出来るようになりました。

自拠点

拠点４

拠点２ 拠点３

拠点５

◆表示されていた拠点１を、非表示 に設定し、画面から消します。操作例
代わりに別の拠点が表示されることになります。

◆操作の結果◆◆初期状態◆

②非表示機能iPadの表示例

自拠点

拠点１ 拠点２

拠点３ 拠点4

①人型のアイコンをタップして
参加者一覧を表示

➄拠点１が画面から消え
変わって、拠点５が表示

②拠点１のアイコンをタップ

③“非表示”アイコンをタップ

④参加者一覧を閉じます



Androidスマートフォンの表示例

参加者一覧から選択した拠点を “優先して表示” することが出来るようになりました。

◆拠点４を、通常表示 から優先表示 に変更し、表示させます。

①人型のアイコンを
タップして参加者一覧
を表示

②拠点４の “通常表示”
のアイコンをタップして
ダイアログを表示

➄拠点４が最上部に表示
拠点3が画面から消えました

③“優先表示”の
アイコンをタップ

※ 優先表示機能を2拠点以上に利用する場合、後に優先表示した拠点が、より上側に表示されます。
※ 優先表示している拠点が1拠点でもある場合は、話者優先での表示拠点の自動切り替わりは起こらなくなります。
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④”×” をタップして
参加者一覧を閉じます

操作例

拠点１

拠点２

拠点３

拠点４

拠点１

拠点２

自拠点 自拠点

拠点４は、この操作前には表示されていなかった拠点です。

◆操作の結果◆◆初期状態◆

①優先表示機能

操作の結果、
“優先表示”の
アイコンに変化



拠点１

拠点２

拠点３

拠点２

拠点３

拠点４

参加者一覧から選択した拠点を “非表示” にすることが出来るようになりました。

※非表示にしている拠点が1拠点でもある場合は、話者優先での表示拠点の自動切り替わりは起こらなくなります。
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➄拠点１が画面から消え
変わって、拠点4が表示

自拠点 自拠点

◆表示されていた拠点１を、非表示 に設定し、画面から消します。操作例
代わりに別の拠点が表示されることになります。

①人型のアイコンを
タップして参加者一覧
を表示

◆操作の結果◆◆初期状態◆
②拠点１の “通常表示”
のアイコンをタップして
ダイアログを表示

③“非表示”の
アイコンをタップ

④”×” をタップして
参加者一覧を閉じます

②非表示機能Androidスマートフォンの表示例

操作の結果、
“非表示”の

アイコンに変化



拠点３拠点２

拠点１拠点５

自拠点
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参加者一覧から選択した拠点を “優先して表示” することが出来るようになりました。

拠点１ 拠点２

拠点３ 拠点4

自拠点

◆拠点５を表示させるため、、通常表示 から優先表示 に変更します。操作例
拠点５は、この操作前には表示されていなかった拠点です。

◆操作の結果◆◆初期状態◆

Androidタブレットの表示例 ①優先表示機能

①人型のアイコンをタップして
参加者一覧を表示

②拠点５のアイコンをタップ

③“優先表示”アイコンをタップ

④参加者一覧を閉じます

➄拠点５が左上部に表示
拠点４が画面から消えました



拠点４

拠点２ 拠点３

拠点５

自拠点
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参加者一覧から選択した拠点を “非表示” にすることが出来るようになりました。

拠点１ 拠点２

拠点３ 拠点4

自拠点

◆表示されていた拠点１を、非表示 に設定し、画面から消します。操作例
代わりに別の拠点が表示されることになります。

◆操作の結果◆◆初期状態◆

Androidタブレットの表示例 ②非表示機能

①人型のアイコンをタップして
参加者一覧を表示

➄拠点１が画面から消え
変わって、拠点５が表示

②拠点１のアイコンをタップ

③“非表示”アイコンをタップ

④参加者一覧を閉じます



補足｜アップデートの種類
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● 今回のアップデートは、OS種類によって、必要性が「必須」 「任意」 ２通りに分かれます。

iPhone・iPad 今回は「必須」です。
アプリケーション起動時にアップデートを促すメッセージが表示されるようになります。
アップデートいただかないと、サービスをご利用いただけないこととなります。
尚、iPhoneでご利用のお客様で、万が一OSのバージョンが iOS11以下であると、
アップデートを適用いただけません。（サポート対象外です）
事前に iOS12以上へのアップデートが必要です。

※ 対応OSの詳細は下記をご確認ください。
iOS ： https://www.ricoh.co.jp/support/os/ucs/ios.html#ios15

iPadOS： https://www.ricoh.co.jp/support/os/ucs/ipados.html#ipados15

Android 今回は「任意」です。特にアップデートを促すメッセージの表示もありません。
アップデート実施日以降、いつでもGooglePlayストアからアップデートを実施可能です
アップデートされなくても、現状のアプリ機能・品質のままであれば、ご利用いただけます。
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https://www.ricoh.co.jp/support/os/ucs/ios.html#ios15
https://www.ricoh.co.jp/support/os/ucs/ipados.html#ipados15
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