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Skype は、
WindowsXP や

Windows2000 に対応した
音声通話ソフトです。無料で提供
されています。音声通話以外にも、
文字チャットも楽しむことができま
す。ピアトゥー ピアで通信するた
め、ルータを通してインターネッ
トに接続している場合でも

音声通話を楽し
めます。



ご  注  意

・ このマニュアルはSkype バージョン 2.0.0.76 を元に作成し
ています。Skype のプログラムは日々更新されており、このマ
ニュアルで紹介した内容とは異なる場合があります。その場合
は、Skype に添付されているヘルプをご覧ください。
・ このガイドで説明しているソフトウェアは、インターネットや
イントラネット（LAN）を通じてパソコン同士で音声通話やビデオ

通話、文字チャットができるソフトウェアです。
・ このガイドに掲載されている商品 /社名などは、一般に各社の
商標ならびに登録商標です。本文中における ®および™は省略
させていただきました。
・本内容に関して、ソフトウェアメーカに問い合わせを行うこと
はご容赦ください。
・音声通話ソフトはその使用にあたり、ユーザ登録を行い、個人
情報を送付します。詳細はソフトの説明や規定をお読みくださ
い。
・音声通話ソフトを使用した際に発生した一切の不具合について
当社はその責を負いかねます。
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入手方法

Skype のホームページから入手できます。

http://www.skype.com/intl/ja/products/skype/windows/

 Skype が動作するには、次の環境が必要です。
・ WindowsXPまたはWindows2000
・ Skype のビデオ機能をご利用になるにはWindowsXP
が必要です。（2006年 3月現在）

・ インターネットに接続できること ( ブロードバンド推奨。
GPRSの場合はボイスコールは使用できません。)

・ スピーカ、マイクまたはヘッドホン
・ 400MHz 以上の CPU、128MB のメモリ、15MB 以
上のハードディスクの空き容量

・ ビデオ通話を利用する場合はWebカメラ
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インストール

 1 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
インストールを開始します。

 お使いの環境によっては、セキュリティの警告画面が表示
される場合があります。このときは  をクリック
します。 

 2 ドロップダウンリストが「Japanese」であることを確認し、
 をクリックします。

仕様許諾契約書の画面
が表示されます。

 3 仕様許諾契約書をよく読み、同意する場合は「同意する」を選択
し、  をクリックします。
インストールを開始し
ます。

 ドロップダウンリストから「Japanese」を選択すると、日
本語の使用許諾契約書が表示されます。
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 4  をクリックします。
セットアップを終了します。
「Skype を起動する」チェックボックスをチェックしていると、続
けてSkypeを起動します。
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マイアカウントの取得

Skype の画面からSkype アカウントを取得します。

 1 ［スタート］-［すべてのプログラム］-［Skype］-［Skype］を選
択するか、デスクトップにあるSkype のアイコンをダブルク
リックします。
Skype が起動します。
Skype アカウントを取得していない場合は、マイ
アカウントの新規作成画面が表示されます。

 ・ マイアカウントの新規作成
画面が表示されない場合は、
［アカウントを開放］を選択
してください。

 2 希望のSkype 名やパスワードを入力します。

①

⑤

②

③

④

⑥
⑦

⑧

①希望のSkype 名を入力し
ます。半角6文字以上32
文字以内の英数字でなけれ
ばなりません。スペースは
使えません。（必須）

②パスワードを入力します。
（必須）
③確認のためパスワードをも
う一度入力します。（必須）

④メールアドレスを入力しま
す。（任意）

⑤Skypeからバージョンアップのお知らせなどの情報を受け取
る場合は、チェックボックスをチェックします。（任意）

⑥パスワードを保存し自動的にSkypeにログインする場合は、
チェックボックスをチェックします。(任意 )
⑦コンピュータの起動時にSkypeを自動的に起動する場合は、
チェックボックスをチェックします。(任意 )
⑧Skypeの利用規約に同意して登録する場合は、チェックボッ
クスをチェックします。(必須 )

 Skype 名と、実際に通話時に表示する名前 (Skype 表示名 )
は異なります。Skype 表示名は後から変更できます。
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 3 をクリックします。
 パソコンにWeb カメラが接続
され使用できる状態の場合は、
Skype でもビデオ通話が楽しめま
す、とメッセージが表示されます。

 をクリックします。

 4 他の Skype ユーザーがあなたを検索しやすいように、検索の
キーワードである名前や地域などを設定します。

 可能な範囲で入力
してください。

 5  をクリックします。
Skype が起動します。
Skype にログイン画面が表示された
ときは、手順②で取得した Skype 名
やパスワードを入力して、 をク
リックしてください。

Skype をはじめて起動し
たときは、Skype の画面
とともに「Skype 開始ウィ
ザード」が表示されます。
Skype 開始ウィザードで
は、音声設定の確認や発信、
Skype コンタクトの検索
など、基本的なことを説明
しています。
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コンタクトを追加する

音声通話や文字チャットする相手 (コンタクト )をコンタクト
リストに追加します。

 1 をクリックします。
コンタクトへ追加の画面が表示され
ます。

 2 登録する相手の Skype 名や Skype 表示名などを入力し、
をクリックします。

リストに候補が表示さ
れます。

 3 リストから登録する相手を選択し、 をクリックし
ます。

 4 相手のコンタクトリストに追加を依頼するメッセージを入力
します。
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 をクリックす
ると、コンタクト情報
の通知 / 非通知を選択
できます。

 5  をクリックします。
依頼を相手に送信し、手順２
の画面に戻りますます。

 依頼を受け取った相手
側は、次のように表示
されます。

 6 他の相手を登録する場合は、手順2～ 5を繰り返します。終
了する場合は をクリックします。

これで、音声通話や文字チャットする相手 (コンタクト )をコ
ンタクトリストに追加できました。
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音声通話やビデオ通話する

コンタクトリストに登録した相手を選び、通話します。

 1 「コンタクト」タブを選択し、リストから通話する相手を選択し
ます。

 2  をクリックします。
選択した相手に発信し
ます。
相手も  をクリック
すると音声通話を開始
します。
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 着信があった相手側は、
ポップアップメッセージ
および Skype で「～～か
ら着信中です」と表示され
ます。

 3 ビデオ通話を開始するには、 をクリックします。
ビデオ通話を開始します。

自分だけがWebカメラを持っている場合

自分のWeb カメラをモニタ
できます。
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相手と同時にビデオ通話しているときは、映像の上ににマウスカー
ソルを移動することで、表示方法を切り替えることができます。

新しいビデオウィンドウ
を作成し、相手の映像を
表示します。

パソコンの画面全体に相
手の映像を表示します。

自分のWeb カメラの映
像を表示します。

 4 音声通話継続したままビデオ通話だけを終了するには、
をクリックします。

  ビデオ通話と音声通話の両方を終了するには、 をクリック
します。

 Skype のビデオ機能をご利用になるにはWindowsXP が
必要です。（2006年 3月現在）
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会議通話する

Skype は最大５人（自分を含みます）まで同時に音声通話できます。

 1  をクリックします。
ユーザを会議通話に招待ダイアログボックスが表示されます。

 2 コンタクトリストから、会議通話に誘う相手を選択し、  
をクリックします。
右側の会議参加者欄に
追加されます。
会議は最大5人まで参
加できるため、自分以
外の4名まで誘うこと
ができます。

 3  をクリックします。
選択した相手に発信し、会議通話を
開始します。

 4 会議通話を終了するには  をク
リックします。
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 5  自分が会議の主催者だった場合は、確認のメッセージが表示さ
れます。  をクリックします。
会議通話を終了します。
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文字チャットする

コンタクトリストに登録した相手を選び、文字チャットします。

 1 「コンタクト」タブを選択し、リストから文字チャットする相手
を選択します。

 2  をクリックします。

送信する文字を入力します。

リストから選択した相手に対し
てファイルを送信します。

リストから選択した相手に対し
て音声通話を開始します。

 こちらが文字チャット画面を表示した時点では、相手側は
文字チャット画面は表示されません。こちらから文字を送
信した時点で、相手側に文字チャット画面が表示されます。

 3 ダイアログボックスを閉じると、文字チャットを終了します。
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 ･ をクリックすると、他の相手を文字チャットに招
待できます。

 ･文字チャットの相手が増え、リストからあふれてしまった
場合、リストにある をクリックして「コンパクト表示」を
クリックすると、コンパクト表示に切り替わり、画面にた
くさんの相手の名前をリストに表示できます。

Memo
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ファイルを送信する

コンタクトリストに登録した相手を選び、ファイルを送信します。

 1 「コンタクト」タブを選択し、リストからファイルを送信する相
手を選択します。

 2  をクリックします。
送信するファイルを選択する画面を表示します。

 3 送信するファイルを選択し、  をクリックします。

受信相手の許可待ちの画面になります。
相手が許可すると、ファイルの送信を開始します。
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 ファイルの受信側は次の画面が表示されます。

① 送信側からファイル送信許可の要求がくると、次の画
面が表示されます。

②  をクリックすると、本当に受信してよいか確認
の画面が表示されます。

③  をクリックすると、受信するファイルをどの
フォルダに保存するか選択する画面になります。

 保存するフォルダやファイル名を指定し、 を
クリックします。

④ 受信を開始します。受信完了後は、  をクリック
すると受信したファイルを開きます。  をクリッ
クすると画面を閉じます。
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 4 送信が完了すると、確認の画面を表示します。 をクリッ
クします。
画面を閉じます。
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ムードメッセージで楽しむ

ムードメッセージを利用すると、いまどこにいてどんな気分な
のを伝えたりできます。

 1 自分の Skype アカウント名が表示されているボタンをクリッ
クします。
ムードメッセージの入力欄が表示されます。

 2 ムードメッセージを入力します。
自分のSkype アカウント名が表示されているボタンをクリッ
クすると、入力欄を閉じます。
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SkypeOut

SkypeOut を使うと、Skype から国内外の固定電話や携帯電
話にかけることができます。
SkypeOut は有料のサービスです。

SkypeOut の詳しい内容や購入方法については、Skype の
Webサイトを参照してください。

http://skype.jp

本製品付属のSkypeOut カード（SkypeOut クー
ポン）を使うには
本製品には、SkypeOutをお試しいただけるクーポンが付属し
ています。
クーポンには、日本の一般電話や、アメリカ、台湾への国際電話
が約40分通話できるSkypeクレジットが含まれています（発信
先の国により通話できる時間が変わります）。記載されているクー
ポン番号を入力すると、お使いのアカウントにSkypeOut クレ
ジットが追加されます。

 追加するアカウントに5ユーロ以上の SkypeOut の利用残
高がある場合は利用できません。5ユーロ未満になってから、
追加してください。

 1 次のWebページにアクセスします。
クーポンの利用ページが表示されます。

http://skype.com/voucherl

 2 付属のクーポンに記載されているクーポン番号を確認します。
クーポン番号は英数字で構成されています。

 3 SkypeOut クレジットを追加したいSkype 名とパスワード、
手順2で確認したクーポン番号を入力し、「チケットを有効に
する」をクリックします。
これで、入力したSkype アカウントに、SkypeOut クレジッ
トが追加されました。

Skype 名を入
力します。

パスワードを
入力します。

クーポン番号
を入力します。
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 入力完了後は次のような画面が表示されます。
 例：10ユーロのクーポンを入力した場合

次に正しく追加されたか確認します。

 4 左側メニューにある「マイアカウント」をクリックします。
Skype 名とパスワードの入力画面が表示されます。

 5  Skype 名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
概要が表示されます。

Skype 名を入力します。 パスワードを入力します。

 6 Skype クレジットの残高が増えていることを確認してください。
Skype クレジットの残高が10ユーロの場合は次のように表
示されます。



21

 Skype にも、右側に SkypeOut クレジットが残高が表示
されます。

  Skype クレジットの残高が10ユーロの場合は次のように
表示されます。

  

SkypeOut を使って電話をかけるには

追加されたSkypeOut クレジットを利用して、国内外の固定
電話や携帯電話にかけます。

 ・ SkypeOut クレジットは、SkypeOut を最後に使用した日
から180日間有効です。180日間使用しないと無効にな
ります。

 ・ SkypeOut は緊急電話、気象情報などの3桁の電話番号、
一部の IP 電話 (050)、フリーダイヤル (0120) などの電
話番号にはかけることができません。

 ・ 通話時間は1分単位で切り上げて課金されます。

 1 「ダイヤル」タブを選択し、電話番号を入力します。入力する電
話番号は、「＋国番号」「電話番号の最初の0を抜いた番号です。
例えば、日本にある電話で､かつ
番号が「03-9876-543X」の場
合は ､「＋8139876543X」と
入力します。
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 ・ 日本の固定電話にかける場合 (03-9876-543X) は、
「＋8139876543X」と入力します。

 ・ 日本の携帯電話にかける場合 (090-9876-543X) は、
「＋81909876543X」と入力します。

 ・ 「ダイヤル」タブの数字のボタンから「＋」を入力するには、
「0」を2秒以上押し続けてください。

 2 をクリックします。
入力した電話番号に発信します。
SkypeOut を使用しているアイコ
ンやメッセージが表示されます。

 3 音声通話を終了するには をクリックします。
音声通話を終了します。
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MEMO
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MEMO
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