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第 1 章

Cisco WebEx Meetings の概要

Cisco WebEx Meetingsは、連絡先および仲間と効率的に協力するのを支援するツールを提供しま
す。以下が行えます:

• [今すぐミーティング]を選択して、インスタントミーティングを開始します。

• [スケジュール]を選択してミーティングをスケジュールします。

•招待メールメッセージまたはWebExサイトの[ミーティング]ページからミーティングに参
加します。

• [録画]を選択して、ミーティング録画を検索します。

• WebEx生産性向上ツールを使うと、WebExサイトを使わずに、Microsoft Outlookおよび
WebExアシスタントからミーティングのスケジュール作成、開始、および参加が可能です。

アカウントをアクティブにするとき、生産性向上ツールをダウンロードしていない場合は、

WebExサイトの右上部分にある[ダウンロード]を選択してダウンロードします。

有意義なミーティングを体験するには、使用するウェブブラウザ向けの最新の Javaソフト
ウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。サポートが必要な場合は、

管理者に問い合わせてください。

•コンピュータから離れている場合は、Appleまたは Androidモバイルデバイスでミーティン
グのスケジュール作成、開始および参加ができます。詳細については、FAQセクションを
参照してください。

• AppleまたはAndroidモバイルデバイスを使用して、ボタンをタッチして、PCNおよびブラ
ストダイヤルミーティングに参加します。任意で、ウェブ会議に参加できます。

ブラウザのクッキーは必ず有効にしてください。ブラウザのクッキーが無効になっていると、

WebExサイトにサインインできない
（注）

• ライセンス情報, 2 ページ

• インスタントミーティングの動作環境を設定する, 2 ページ
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• アカウント情報を更新する, 2 ページ

ライセンス情報
•無料とオープンソースのソフトウェアを含む、第三者ライセンスおよび契約解除通告—

•エンドユーザーの使用許諾契約書

•エンドユーザー使用許諾契約書の補足

インスタントミーティングの動作環境を設定する
インスタントミーティングは、予めスケジュールしなくても即座に開始できるミーティングです。

このタスクでは、デフォルトのインスタントミーティングの基本設定を設定します。

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 右上隅にある[マイアカウント]を選択します。

ステップ 3 [今すぐミーティング]設定を操作します。

ステップ 4 必須情報を入力します。

パスワードを入力した場合、システムはインスタントミーティングを開始するごとに

ユーザーにパスワードの入力を要求します。。

（注）

ステップ 5 [更新]を選択します。

関連トピック

Cisco WebEx Meetingsの概要, （1ページ）

アカウント情報を更新する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。
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サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 右上の [マイアカウント]を選択します。
[マイアカウント]ページが表示されます。

ステップ 3 以下の点に注意して必要な情報を入力します。

•アスタリスク（*）のフィールドは必須です。

•システムがシングルサインオン（SSO）、LDAP認証、または手動プロファイル用に設定さ
れている場合には、姓名またはメールアドレスを変更することはできません。

• [ミーティングの開始]設定は、ワンクリックミーティングの開始時のデフォルト設定を決定
します。

•システム設定の詳細が必要な場合には、管理者に問い合わせてください。

ステップ 4 終了したら、[更新]を選択します。
[マイアカウント]ページを終了する前には、必ず [更新]を選択してください。そうし
ないと、更新内容は保存されません。

（注）

関連トピック

Cisco WebEx Meetingsの概要, （1ページ）

ミーティングの入室および退室音を変更する
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第 2 章

WebEx アシスタントにサインインする

WebExアシスタントを使えば、CiscoWebExのサイトにアクセスしなくても、ミーティングを開
始することやスケジュールしたり、WebExアカウント設定のセットアップまたは変更を素早く
行ったりすることができます。

• WebExアシスタントにサインインする, 5 ページ

• シングルサインオンでWebExアシスタントにサインインする, 7 ページ

• LDAPでWebExアシスタントにサインインする, 7 ページ

• サイトの切り替え, 8 ページ

• WebExアシスタントでインスタントミーティングを開始する, 9 ページ

• WebExアシスタントでミーティングをスケジュールする, 10 ページ

• WebEx Assistantでパーソナル会議ミーティングをスケジュールする, 11 ページ

• WebEx生産性向上ツールをインストールする, 12 ページ

• WebEx生産性向上ツールを設定する, 13 ページ

• WebEx生産性向上ツールをアンインストールする, 14 ページ

WebEx アシスタントにサインインする
はじめる前に

WebEx生産性向上ツールがインストールされている必要があります。管理者がこのアプリケー
ションからあなたを「締め出す」場合があります。そうでない場合は、WebExサイトの [ダウン
ロード]ページからダウンロードできます。

[生産性向上ツールのダウンロード]ページには、生産性向上ツールにサインインするための指示
も表示されます。このURLは、WebExアシスタントにサインインする際に必要になりますので、
書き留めておいてください。
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手順

ステップ 1 [スタート]メニューから、[すべてのプログラム] > [WebEx] > [生産性向上ツール > [WebExアシス
タント]を選択します。
[WebExアシスタント]ダイアログボックスが表示されます。以前にWebEx Assistantにサインイ
ンしていた場合には、使用しているWebExサイトのURLが、ダイアログボックスの上部の [現在
のサイト]フィールドに表示されます。

ステップ 2 （任意） Mozilla FireFoxまたは Google Chromeブラウザを使用して Cisco WebExサイトにアクセ
スしていて、生産性向上ツールをダウンロードする場合には、以下のいずれかを行います:

•前もって指定された Cisco WebEx Meetings Serverサイト URLを入力して、[次へ]を選択しま
す。

• [クラウドのWebExにサインインする]を選択して、CiscoWebExMeetingsまたはCiscoWebEx
センターサイトなど、クラウドのWebExにサインインするします。

ステップ 3 （任意） 異なるWebExサイトに切り替えるには、[現在のサイト]フィールドの隣の鉛筆のアイ
コンを選択します。新しいWebExサイト URLを入力するには、以下のいずれかを行います。

•前もって指定された Cisco WebEx Meetings Serverサイト URLを入力して、[次へ]を選択しま
す。

• [クラウドのWebExにサインインする]を選択して、CiscoWebExMeetingsまたはCiscoWebEx
センターサイトなど、クラウドのWebExにサインインするします。

ステップ 4 自分のWebExアカウント用のメールアドレスを入力します。

• LDAP Cisco WebExサイトの場合には、会社のメールアドレスとパスワードを入力します。

•シングルサインオン（SSO）Cisco WebExサイトの場合には、会社のサインインダイアログ
ボックスが表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力します。

ステップ 5 （任意） システムにサインイン証明書を記憶させたい場合、[自分の情報を記憶する]を選択しま
す。WebEx Assistantにサインインした状態を維持したい場合、[自動サインイン]を選択します。

ステップ 6 [サインイン]を選択します。

ステップ 7 サインイン先となるWebExサイトを決定するには:
a) タスクバーのWebEx Assistantアイコンを右クリックして、[WebExの設定...]を選択します。
b) [アカウント]タブを選択します。

[アカウント情報]セクションに、サインイン先となるWebExサイトが表示されます。一部の
CiscoWebExサイトでは、[アカウント]タブからパスワードを変更すること、または別のCisco
WebExサイトに切り替えることができます。変更したら、[更新]を選択して表示されている
情報を更新してください。

ステップ 8 WebEx Assistantからサインアウトするには、タスクバーのWebEx Assistantアイコンを右クリック
して、[サインアウト]を選択します。
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シングルサインオンで WebEx アシスタントにサインイン
する

通常、メールアドレスとパスワードを使用してWebExにサインインします。ただし、管理者が
ユーザーにシングルサインオン、つまりコーポレートウェブサイトからのサインインを要求して

いる場合、企業から提供されている別のサインインプロセスを使用してください。

はじめる前に

WebEx生産性向上ツールがインストールされている必要があります。管理者がこのアプリケー
ションからあなたを「締め出す」場合があります。そうでない場合は、WebExサイトの [ダウン
ロード]ページからダウンロードできます。

[生産性向上ツールのダウンロード]ページには、生産性向上ツールにサインインするための指示
も表示されます。このURLは、WebExアシスタントにサインインする際に必要になりますので、
書き留めておいてください。

手順

ステップ 1 以下のいずれかの作業を行ってください:

• [シングルサインオンを使用してサインインする]を選択する。
オプションが表示されない場合、WebExアカウントに関連付けられているメールアドレスを
入力してください。システムにより、ユーザーがシングルサインオンを使用できることが確

認されると、オプションが表示されます。

• [コーポレートウェブサイトからサインインする]を選択します。

ステップ 2 WebExサイトの URLを入力します。
コーポレートウェブサイトにリダイレクトされます。

ステップ 3 必要な情報を入力し、このページにサインインします。

LDAP で WebEx アシスタントにサインインする
LDAPが Cisco WebEx Meetings Serverサイトにおいて有効である場合、会社の電子メールアドレ
スとパスワードを入力して、WebEx Assistantにサインインします。
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手順

ステップ 1 [スタート]メニューから、[すべてのプログラム] > [WebEx] > [生産性向上ツール > [WebExアシス
タント]を選択します。
[WebExアシスタント]ダイアログボックスが表示されます。以前にWebEx Assistantにサインイ
ンしていた場合には、使用しているWebExサイトのURLが、ダイアログボックスの上部の [現在
のサイト]フィールドに表示されます。

ステップ 2 （任意） Mozilla FireFoxまたは Google Chromeブラウザを使用して Cisco WebExサイトにアクセ
スしていて、生産性向上ツールをダウンロードする場合には、以下のいずれかを行います:

•前もって指定された Cisco WebEx Meetings Serverサイト URLを入力して、[次へ]を選択しま
す。

• [クラウドのWebExにサインインする]を選択して、CiscoWebExMeetingsまたはCiscoWebEx
センターサイトなど、クラウドのWebExにサインインするします。

ステップ 3 （任意） 異なるWebExサイトに切り替えるには、[現在のサイト]フィールドの隣の鉛筆のアイ
コンを選択します。新しいWebExサイト URLを入力するには、以下のいずれかを行います。

•前もって指定された Cisco WebEx Meetings Serverサイト URLを入力して、[次へ]を選択しま
す。

• [クラウドのWebExにサインインする]を選択して、CiscoWebExMeetingsまたはCiscoWebEx
センターサイトなど、クラウドのWebExにサインインするします。

ステップ 4 メールアドレスとパスワードを入力してください。

ステップ 5 [サインイン]を選択します。

ステップ 6 サインイン先となるWebExサイトを決定するには:
a) システムトレイのWebExボールアイコンを右クリックして、[WebExの設定...]を選択します。
b) [アカウント]タブを選択します。

[アカウント情報]セクションに、サインイン先となるWebExサイトが表示されます。 Cisco
WebExMeetings Serverサイトのパスワードは LDAPサインインを利用して変更できないことに
注意してください。

サイトの切り替え
このタスクでは、複数の Cisco WebExサイトの間で切り替える方法について説明します。

はじめる前に

•サイトの切り替え機能を使用するには、少なくとも 1つの Cisco WebEx Meetings Serverサイ
トと 1つのクラウドの Cisco WebExサイトにアカウントを持っているか、またはクラウドの
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Cisco WebExサイトに複数のアカウントを持っていることを確認します。WebExアカウント
はローカルアカウントにする必要があることに注意してください。

• Cisco WebEx Meetings Serverサイト用に割り当てられたメールアドレスとパスワードは、少
なくとも 1つのクラウドの Cisco WebExサイトのものと一致している必要があります。

•サイトの切り替えは、管理者がクラウド機能を有効にして、WebEx生産性向上ツールからク
ラウドの Cisco WebEXにサインインすることを許可している場合にのみ、利用できます。

手順

ステップ 1 マルチサイトアカウントを使用してWebEx Assistantにサインインします。
[WebExアシスタント]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 タスクバーのWebEx Assistantアイコンを右クリックして、[サイトの切り替え...]を選択します。
[WebEx Assistant]ダイアログボックスに、利用可能なサイトが表示されます。現在使用している
Cisco WebExサイトがサインイン中としてリスト表示されます。

ステップ 3 使用するサイトの隣の [サインイン]を選択します。
選択したサイトによっては、切り替えを完了するために、一時的にMicrosoft Outlookを閉じるこ
とが求められることもあります。

要求されたら、パスワードを入力し、[サインイン]を選択しま
す。

（注）

WebEx アシスタントでインスタントミーティングを開始
する

WebEx Assistantにサインインしたら、タスクバーのWebEx AssistantアイコンまたはMicrosoft
OutlookのWebExツールバーから [今すぐミーティング]を選択して、ワンクリックミーティン
グを開始することができます。

ヒント

はじめる前に

• WebEx生産性向上ツールがデスクトップにインストールされていることを確認します。管
理者がすでにWebEx生産性向上ツールをデスクトップにプッシュしている場合もあります。

• WebExアシスタントにサインインする

•ワンクリックミーティングごとに、[今すぐミーティングの設定]の設定のトピック（議題）
またはパスワードの設定を変更したい場合には、[WebExの設定]ダイアログボックスの [ミー
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ティング]タブで、[ミーティングの開始時に議題とパスワードを変更する]にチェックマー
クを付けます。

手順

ステップ 1 タスクバーのWebEx Assistantアイコンを右クリックして、[今すぐミーティング]を選択します。
WebExの設定によっては、ミーティング固有の情報を求めるダイアログボックス、または[クイッ
クスタート]ページが表示されます。

ステップ 2 （任意） [WebExの設定]ダイアログボックスで [ミーティングの開始時に議題とパスワードを変
更する]チェックボックスを選択していた場合には、[議題]フィールドに議題を入力し、ワンク
リックミーティングのためのワンタイムミーティングパスワードを入力します。それから [今す
ぐミーティング]を選択します。
[クイックスタート]ページが表示されます。

ステップ 3 ミーティングに招待する方法には以下の 2つがあります。

• [今すぐミーティング]機能で自分自身にメール招待状を送信し、それを招待者に転送します。

•クイックスタートページの [招待および催促]を選択します。 [メール]タブで、招待者のメー
ルアドレスを入力して、[送信]を選択します。

WebEx アシスタントでミーティングをスケジュールする
はじめる前に

• WebEx生産性向上ツールがデスクトップにインストールされていることを確認します。管
理者がすでにWebEx生産性向上ツールをデスクトップにプッシュしている場合もあります。

• WebExアシスタントにサインインする

手順

ステップ 1 タスクバーのWebExアシスタントアイコンを右クリックして、[ミーティングをスケジュールす
る]を選択します。
Microsoft Outlook予定フォームが開きます。Outlookがインストールされていない場合は、WebEx
は [ミーティングのスケジュール]ページを開きます。

ステップ 2 ミーティングの課題、開始および終了時刻、招待する出席者などのミーティングの詳細を入力し

ます。

ステップ 3 WebExツールバーから [WebExミーティングを追加]を選択します。
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[WebEx設定]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 （任意） ミーティングにパスワードを含める場合は、[ミーティング情報]セクションに入力しま
す。

ステップ 5 他のユーザーが自分の代理としてミーティングを開始できるようにするには、[代理主催者]タブ
を選択して、リストから該当者を選択します。

ステップ 6 [OK]を選択して、[WebEx設定]ダイアログボックスを閉じます。
Microsoft Outlook予定フォームにWebEx情報が表示されます。

ステップ 7 [送信]を選択してミーティング情報を保存し、更新を招待者に送信します。

WebEx Assistant でパーソナル会議ミーティングをスケ
ジュールする

はじめる前に

• WebEx生産性向上ツールがデスクトップにインストールされていることを確認します。管
理者がすでにWebEx生産性向上ツールをデスクトップにプッシュしている場合もあります。

• WebExアシスタントにサインインする

•パーソナル会議ミーティングで代理主催者を指定することはできません。

手順

ステップ 1 タスクバーのWebExアシスタントアイコンを右クリックして、[ミーティングをスケジュールす
る]を選択します。
Microsoft Outlook予定フォームが開きます。Outlookがインストールされていない場合は、WebEx
は [ミーティングのスケジュール]ページを開きます。

ステップ 2 ミーティングの課題、開始および終了時刻、招待する出席者などのミーティングの詳細を入力し

ます。

ステップ 3 WebExツールバーから [WebExミーティングを追加]を選択します。
[WebEx設定]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [音声会議]タブで、[WebEx音声]または [パーソナル会議アカウント]のいずれかを選択します。

ステップ 5 （任意）主催者PINとパーソナル会議アカウントを作成する前に、音声会議としてパーソナル会
議を選択した場合、システムは以下の事柄を行うように要求します:
a) [パーソナル会議アカウントが必要]メッセージボックスで [音声オプションの表示]を選択す
る。 [キャンセル]を選択した場合、音声接続設定は [WebEx音声]に戻ります。引き続きWebEx
音声ミーティングのスケジュールを行うことができます。
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b) [マイアカウント]ページで、[マイ音声接続オプション]セクションに進みます。
c) [パーソナル電話会議]を選択します。
d) 4桁の主催者 PINを入力してください。
e) [PINを保存しアカウントを作成]をクリックします。
f) [WebExの設定]ダイアログボックスで、[キャンセル]をクリックしてダイアログボックスを閉
じます。

g) Microsoft Outlookの予定フォームを閉じます。
h) ステップ 1に戻ってパーソナル会議ミーティングをもう一度スケジュールします。

ステップ 6 [OK]を選択して、[WebEx設定]ダイアログボックスを閉じます。
Microsoft Outlook予定フォームにWebEx情報が表示されます。

ステップ 7 [送信]を選択してミーティング情報を保存し、更新を招待者に送信します。
スケジュールされたミーティングが Outlook予定表とWebExサイトのミーティングリストに表示
されます。

WebEx 生産性向上ツールをインストールする
WebEx生産性向上ツールをインストールする前に、お使いのコンピュータが次のシステムの最低
要件を満たしていることを確認してください:

• Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHzまたは AMDプロセッサ（2 GB RAM推奨)

• JavaScriptおよびクッキーの有効化

•サポートする OSとブラウザ

対応する OSやブラウザなど、最新のエンドユーザーシステム要件については『Cisco WebEx
Meetings Serverプラニングガイドとシステム要件』を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 一番上にあるナビゲーションから [ダウンロード]を選択します。
ダウンロードオプションは、管理者が設定している場合のみ表示されま

す。

（注）

ステップ 3 [生産性向上ツール]で [ダウンロード]を選択します。
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[ファイルのダウンロード]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 （任意） インストールプログラム (.msi拡張子)をコンピュータに保存します。

ステップ 5 インストールファイルを実行し、その手順に従います。

インストールが完了したら、WebExアカウント情報を使用してログインし、[WebEx設定]ダイア
ログボックスの設定を確認します。

ステップ 6 （任意） ダウンロードが自動的に開始しない場合には、[ここをクリックしてダウンロード]リン
クをクリックしてください。インストールファイルを実行し、その手順に従います。

WebEx 生産性向上ツールを設定する

手順

ステップ 1 [WebEx設定]ダイアログボックスを開く...

ステップ 2 [アカウント]タブを選択します。
このタブでは、以下が行えます。

• [パスワードの変更]を選択してWebExのパスワードを更新する。

• [地域設定の更新]を選択して、タイムゾーン、言語、地域を更新します。
[タイムゾーン]設定は、スケジュールされたWebExミーティングの時間を決定す
るために使用します。[ロケール]では日付および電話番号の形式など、ミーティン
グの詳細を現地化しています。

（注）

• [更新]を選択してWebExサイトを最新の状態に更新する。

ステップ 3 [OK]を選択して変更を適用する。

ステップ 4 [ミーティング]タブを選択します。

ステップ 5 [ミーティング基本設定]を選択し、MicrosoftOutlookでインスタントミーティングを開始するとき
のデフォルト設定を指定します。

ステップ 6 [更新]を選択して変更を保存し、[WebExの設定]ダイアログボックスに戻ります。

ステップ 7 （任意）ミーティングを開始する前にミーティングの議題やパスワードを変更するオプションが

必要な場合は、提供されるオプションを設定します。

ステップ 8 [OK]を選択して、[WebEx設定]ダイアログボックスを閉じます。
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WebEx 生産性向上ツールをアンインストールする
このタスクでは、WebEx生産性向上ツールをWindowsのスタートメニューからアンインストール
する方法について説明します。生産性向上ツールはいつでもアンインストールすることができま

す。 [生産性向上ツール]をアンンインストールすると、お使いのコンピュータから生産性向上ツー
ルおよびショートカットのすべてが削除されます。

生産性向上ツールは、Windowsの [プログラムの追加と削除]からアンインストールすること
もできます。

ヒント

手順

ステップ 1 [スタート] > [プログラム] > [WebEx] > [生産性向上ツール] > [アンインストール]の順にクリック
します。

ステップ 2 [はい]をクリックして、アンインストールするWebEx生産性向上ツールを確認します。
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第 3 章

音声と今すぐミーティングのオプションの

選択

最初のミーティングをスケジュールまたは開始する前に、[マイアカウント]に移動し、音声オプ
ションを構成します。すべてのミーティングのスケジュールを行う際には、[マイ音声接続オプ
ション]および[今すぐミーティングの設定]がデフォルトのオプションとして表示されます。音
声接続の種類と今すぐミーティングの設定は、ミーティングをスケジュールする際に変更できま

す。

• WebEx音声の使用について, 16 ページ

• 音声会議に接続する, 17 ページ

• 電話を使用して音声に接続する, 17 ページ

• 音声会議を離れる, 18 ページ

• コンピュータを使って音声に接続する, 19 ページ

• マイクとスピーカー設定の微調整, 19 ページ

• ミーティング中に音声デバイスを切り替える, 20 ページ

• マイクをミュートまたはミュート解除する, 21 ページ

• 記憶された電話番号を編集または更新する, 22 ページ

• パーソナル電話会議について, 22 ページ

• パーソナル電話会議アカウントを作成しています, 25 ページ

• パーソナル電話 議を設定する, 26 ページ

• アクセスコードを再発行する, 28 ページ

• パーソナル電話会議番号アカウントを削除する, 28 ページ
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WebEx 音声の使用について
WebEx音声により自分の電話機またはコンピュータを使用してミーティング中に他の参加者と会
話することができます:

•電話—自分の電話機を使ってミーティングの音声部分を受信したり発信することができま
す。

•コンピュータ—コンピュータにサポート済みのサウンドカードが搭載されており、そしてイ
ンターネットに接続されている場合は、自分のコンピュータに接続されたヘッドセットを使

用することが可能です。

主催者の場合は、音声会議に参加できる人数は、主催者のシステムサイズに依存します。（注）

電話会議に参加したら、参加者はわずかな音声の障害だけで音声モードを切り替えることが可能

です。電話を使う参加者とコンピュータを使う参加者がいるミックスモード会議では、すべての

参加者が会話できます。

音声会議でのあなたの役割により、関与レベルが決定されます。あなたの役割が何であれ、次の

表では、各役割で実行できる基本的なタスクを確認できます。

タスクの説明音声会議に参加

•音声会議に参加または退席する

•音声接続モードを切り替える

•マイクをミュートまたはミュート解除する

•発呼者承認を使って会議に参加する

•あなたのユーザープロファイル内の電話番
号を編集または更新する

電話会議を主催する

•音声会議に参加または退席する

•音声接続モードを切り替える

•発言要求

•自分のマイクをミュートまたはミュート解
除する

•発呼者承認を使って会議に参加する

•あなたのユーザープロファイル内の電話番
号を編集または更新する

音声会議に参加する
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関連トピック

パーソナル電話会議について, （22ページ）

インスタントミーティングの動作環境を設定する, （2ページ）

他のユーザーが自分の代理としてミーティングをスケジュールすることを許可する,（43ペー
ジ）

音声会議に接続する
WebEx音声を使用するミーティングを開始すると、音声会議ダイアログボックスが自動的にスク
リーン上に表示されます。

ミーティング中に発言と聞き取りのために使用するデバイスは何ですか?

•電話機:通常、音声品質は優れていますが、通話費用が発生する場合があります。

•コンピュータ(ヘッドセットおよびインターネット接続):場合によりノイズや音声の遅延が発
生しますが、費用はかかりません。

[音声会議]ダイアログボックスからお好みのデバイスを選択できます

電話を使用して音声に接続する
ミーティングに参加すると、[音声会議]ダイアログボックスが自動的に表示されます。電話を使
用してミーティングの音声に接続する場合は、自分から電話をかける(コールイン）、または電話
をしてコールバックを受けることができます。

•コールイン -自分の電話から主催者により提供された番号宛てに電話をかけます。

•コールバック -自分が提供した電話番号または自分のユーザープロフィールに登録されてい
る番号で電話を受けます。有効な番号は内線番号、または市外局番と7桁の市内番号を含む
外線番号のいずれかになります。

進行中のミーティングに参加して、共有コンテンツしか見えない場合は、画面の上部にある

ミーティングコントロールパネルで [音声]を選択して、[音声会議]ダイアログボックスにアク
セスします。

（注）

手順

ステップ 1 コールバックを受信するには、音声会議ダイアログボックスの[電話を使用]ダイアログボックス
で以下のいずれかを行います。
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• [コールバックを受信する]をクリックして、表示された番号宛てに電話を受け取ります。

•利用できる番号のドロップダウンリストから番号を 1つ選択し、次に [コールバックを受信
する]をクリックしてください。

•ドロップダウンメニューから [新しいコールバック番号]を選択し、国旗をクリックして国を
選択し、電話番号を入力してから、[コールバック]をクリックします。

•ドロップダウンメニューから [コールバック内部番号]を選択し、番号を入力してから、[コー
ルバック]をクリックします。

ステップ 2 コールインするには、[音声会議]ダイアログボックスの[電話を使用]ペインのドロップダウンメ
ニューから [発信]を選択します。

ステップ 3 電話会議に参加するための指示にしたがってください。

参加者リストの名前の横に電話アイコンが表示され、音声会議に電話を使用していることが分か

るようになっています。

関連トピック

ミーティング中に音声デバイスを切り替える, （20ページ）

音声会議を離れる

手順

ステップ 1 以下のいずれかの場所から音声会議ダイアログボックスを開きます。

•クイックスタートページ

•参加者リスト

•音声メニュー

• [ミーティングコントロール]パネル（共有している場合）

ステップ 2 [音声会議から退出]を選択します。
音声会議への参加は終了しますが、電話会議はあなたが退席するかあるいは主催者によって終了

されるまで継続します。
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コンピュータを使って音声に接続する
ミーティングに参加すると、[音声会議]ダイアログボックスが自動的に表示されます。あなたが
コンピュータを使用してミーティングで話したり聞いたりするときに、あなたのコンピュータは

インターネット経由で音声を送受信します。実行するには、あなたのコンピュータに対応するサ

ウンドカードが装備されており、そしてインターネットに接続している必要があります。

進行中のミーティングに参加して、共有コンテンツしか見えない場合は、画面の上部にある

ミーティングコントロールパネルで [音声]を選択して、[音声会議]ダイアログボックスにアク
セスします。

（注）

はじめる前に

利便性と音質を考慮して、コンピュータのスピーカーとマイクの組み合わせではなく、高音質マ

イクを装備したヘッドセットを使用してください。

手順

ステップ 1 [音声にコンピュータを使用]オプションを選択します。

ステップ 2 [コンピュータを使って通話]を選択します。
今回が、初めて、コンピュータをミーティングに接続する場合は、音響設定を微調整で

きるように、[スピーカー/マイクの音声テスト]ウィンドウが表示されます。
（注）

参加者リストの名前の横にヘッドセットのアイコンが表示されて、音声会議にコンピュータを使

用していることが他の人から分かるようになっています。これでミーティングへの接続が完了

し、以下の作業が行えます。

•自分のスピーカーまたはマイクをミュートまたはミュート解除する

•自分のスピーカーまたはマイクの音量を変更する

関連トピック

マイクとスピーカー設定の微調整, （19ページ）

ミーティング中に音声デバイスを切り替える, （20ページ）

マイクとスピーカー設定の微調整
自分のコンピュータを使用して音声ミーティングに接続している場合は、自分のマイクとスピー

カーの設定を調整し、音声を最適化することができます。
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音声ウィザードに従うことで、サウンドデバイスを選択し、スピーカーやマイクの音量レベルを

調整することができます。

ミーティングを初めて開始または参加すると、音声でコンピュータを使い始める前に、ウィザー

ドを手作業で開き、テストを行うことで自分のサウンドデバイスを調整することができます。

ミーティングの音声会議に参加した後は、音声会議ダイアログボックスを再度開き、ボックス

下部にある [スピーカー/マイクをテストする]をクリックすることでいつでも設定をリセット
することができます。

ヒント

手順

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[Audio（音声）] > [スピーカー/マイクの音声テスト]を選択します。

ステップ 2 手順に従います。

ミーティング中に音声デバイスを切り替える
ミーティング中、わずかな音声障害だけで簡単に一方の音声デバイスからもう一方に切り替える

ことができます。

手順

ステップ 1 自分のコンピュータ接続を電話接族に切り替えるには:
a) 以下のいずれかの場所から音声会議ダイアログボックスを開きます。

•クイックスタートページ

•参加者リスト

•音声メニュー

• [ミーティングコントロール]パネル（共有している場合）

b) 下矢印の横にある [電話を使用]を選択します。
c) [電話を使用]の箇所にある番号に発信し、自動操作により指定されたアクセスコードと出席者

IDを入力します。

電話に接続されると、あなたのコンピュータが自動的に切断されます。

ステップ 2 自分の電話接続をコンピュータ接族に切り替えるには:
a) 以下のいずれかの場所から音声会議ダイアログボックスを開きます。

•クイックスタートページ
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•参加者リスト

•音声メニュー

• [ミーティングコントロール]パネル（共有している場合）

b) 下矢印の横にある [音声にコンピュータを使用]を選択します。
c) [コンピュータ使用に切り替える]を選択します。

コンピュータの接続が確立すると、あなたの電話接続が切断されます。

このとき、コンピュータのヘッドセットのスイッチを必ず入れてくださ

い。

ヒント

マイクをミュートまたはミュート解除する
次の表では、ユーザーの役割に応じてミーティングでマイクを簡単にミュートおよびミュート解

除する方法を示します。

Windowsユーザーの場合参加者リストで右クリックし、希望するオプションのいずれかを選択し
ます。

Macユーザーの場合参加者リストで Ctrlを押しながら相手を選び、希望するオプションを選択し
ます。

共有時は、自分の画面の上部にある [ミーティングコントロール]からマイクのミュート切り替
えが行えます。

（注）

オプション役割

• [参加時にミュート]を選択すれば、参加者
がミーティングに参加したときに自動的に

すべてのマイクをミュートにできます、

•ミュートまたはミュート解除は自分のマイ
クや特定の参加者のマイクをミュートまた

はミュート解除します

• [すべてをミュートする]はミーティング中
の任意の時点ですべての参加者のマイクを

同時にミュートまたはミュート解除します

主催者

[ミュート]または [ミュート解除]アイコンを選
択して、自分のマイクをミュートまたはミュー

ト解除します。

参加者

Cisco WebEx Meetings Server ユーザーガイドリリース 2.5    
21

音声と今すぐミーティングのオプションの選択

マイクをミュートまたはミュート解除する



参加者の名前の右横にあるマイクのアイコンの状態が変わります。

記憶された電話番号を編集または更新する
以下の場合に、自分のプロファイルにリストされている電話番号の編集または更新を行います。

•音声会議に参加していない、または

•コンピュータから音声会議に参加している

さらに、お使いのコンピュータにクッキーとして保存されているあらゆる電話番号が表示できま

す。いずれの更新も、次回あなたがミーティングに参加するまで有効になりません。

はじめる前に

自分の電話番号を編集または更新する場合は、電話で音声会議に参加中でないことを確認してく

ださい。

手順

ステップ 1 次のいずれかの作業を行ってください:

•ミーティングウィンドウから、[音声] > [音声会議]の順に選択します。

•参加者パネルの下にある [音声]をクリックします。

[音声会議]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 下部パネルのドロップダウンボックスから、[電話番号の管理]を選択してください。
[電話番号の管理]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 コンピュータのクッキーに保存された電話番号は、マイWebExプロファイル内の [編集]をクリッ
クして更新するか、[クリア]をクリックして削除します。

パーソナル電話会議について
パーソナル会議の音声接続モードを使用すれば、ミーティングの主催者は、CiscoWebExミーティ
ングの音声部分をいつでも素早く開始することができます。ミーティングの主催者と参加者は、

同じコールイン番号にダイヤルし、アクセスコードを入力するだけで、ミーティングの音声部分

を開始することができます。システムは次に、ミーティング主催者にミーティングのオンライン

部分へのリンクとともにメールを送ります。主催者がオンラインミーティングを開始することに

した場合、参加者は次に情報を交換したり、アイディアに関するコラボレーションを行ったりす

るためにそれを使用できます。ミーティングの主催者と参加者は、前もってパーソナル会議ミー
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ティングのスケジュールを立てておく必要はありません。そして、いったん生成されたアクセス

コードが変更されることはありません。

お使いのサイトがパーソナル電話会議をサポートしている場合に限りパーソナル電話会議ミーティ

ングを利用することができます。パーソナル会議ミーティングを開くためには、パーソナル会議

アカウントと主催者 PINを作成しておく必要があります。パーソナル会議ミーティングには、電
話、またはコンピュータを使用してダイヤルインできます。

•電話– [マイアカウント]ページ、またはメールによるミーティングの招待に記されているコー
ルイン番号を使用して、パーソナル会議ミーティングにダイヤルインします。 [マイアカウ
ント]ページでコールイン番号を表示するには、[マイ音声接続オプション}セクションで
[パーソナル会議]を選択します。主催者がミーティングをスケジュールしていた場合、コー
ルイン番号は、すべての招待者に送信されるメールの招待状に含められます。すべての参加

者が電話からミーティングにダイヤルインする予定の場合、ミーティングの主催者は、パー

ソナル会議ミーティングのスケジュールを立てておく必要はありません。

•コンピュータ –ミーティングの参加者は、コンピュータに対応サウンドカードが搭載されて
いて、インターネットに接続されている場合には、ヘッドセットを接続したコンピュータを

使用して、パーソナル会議ミーティングの音声部分に参加することができます。コンピュー

タを使用する予定のミーティング参加者がいる場合、ミーティングの主催者は、ミーティン

グのスケジュールを立てておくべきです。まず、ミーティングの参加者は、メール招待状に

記されているミーティングのリンクを選択して、スケジュールされたパーソナル会議ミー

ティングのオンライン部分を開始し、参加します。ミーティングに接続したら、主催者と参

加者は、[音声会議]ダイアログボックスに示されている情報を使用して、ミーティングの音
声部分に接続できます。

電話会議に参加したら、参加者はわずかな音声の障害だけで音声モードを切り替えることが可能

です。電話を使う参加者とコンピュータを使う参加者がいるミックスモード会議では、すべての

参加者が会話できます。

パーソナル会議ミーティングに参加できる人数は、システムの設定に応じて変わります。詳

細については管理者までお問い合わせください。

（注）

音声会議でのあなたの役割により、関与レベルが決定されます。次のテーブルには、パーソナル

会議ミーティングの前、および最中に、主催者と招待者が行える基本的な作業が記されています。
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作業電話会議を追加

最初のパーソナル会議ミーティングを開始またはスケジュールする前

に、主催者 PINおよびパーソナル会議アカウントを作成する

パーソナル電話会議のミーティングをスケジュールする

コールイン番号にダイヤルし、主催者アクセスコードと主催者 PINを
入力して、ミーティングを開始するか、またはミーティングに参加す

る

電話機のボタンを使用して、以下のことを行う:

• *1ダイヤルアウト

• *5ミーティングのロックとロック解除

• *6自分のミュートとミュート解除

• *7招待者にリマインダメールを送信する

主催者が *7を何回押しても、システムは招待者へのリ
マインダメールを 1回だけ送信します。

（注）

• *8主催者がいなくてもミーティングを続けることを許可する

•すべての参加者をミュート解除

•すべての参加者をミュート解除

• *#参加者カウントの開始

• ** DTMFヘルプ

パーソナル会議ミーティングのオンライン部分を開始したら、主催者

は次のことを行えます:

•主催者の役割を別のミーティング参加者に渡す

•主催者の役割をミーティングの参加者から返してもらう

• [録画]（[ミーティング]ページの右上隅）を選択して、ミーティン
グを録画する

主催者
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作業電話会議を追加

コールイン番号にダイヤルし、参加者アクセスコードを入力して、ミー

ティングに参加する

電話機のボタンを使用して、以下のことを行う:

• *6自分のミュートとミュート解除

• *#参加者カウントの開始

• ** DTMFヘルプ

パーソナル会議ミーティングのオンライン部分に参加したら、招待者

は次のことを行えます:

•主催者からその役割を渡された場合に、ミーティングの主催者に
なる

•主催者の役割を別のミーティング参加者に渡す

招待ユーザー

関連トピック

電話を使用して音声に接続する, （17ページ）

WebExサイトからのミーティングに参加する, （37ページ）

パーソナル電話会議アカウントを作成しています, （25ページ）

インスタントミーティングの動作環境を設定する, （2ページ）

パーソナル電話会議アカウントを作成しています
パーソナル会議ミーティングをスケジュールする、または開始するには、主催者 PINおよび少な
くとも 1つのパーソナル会議アカウントを作成する必要があります。アカウントごとに、ソフト
ウェアは、固有の主催者および参加者アクセスコードを生成します。パーソナル会議ミーティン

グを開始する、または参加するためにコールイン番号をダイヤルすると、システムはこれらのコー

ドを入力するように要求します。

はじめる前に

自分のサイトでパーソナル会議が有効になっている必要があります。

手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの右上隅にある [マイアカウント]を選択します。

ステップ 2 [マイ音声接続オプション]セクションで [パーソナル会議]を選択します。

ステップ 3 4桁の主催者 PINを入力し、[PINを保存しアカウントを生成]を選択します。
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主催者 PIN の下に、アカウント 1 の主催者および参加者アクセスコードが表示されます。

すべてのアカウントに対して同じ主催者 PIN を使用しま

す。

（注）

ステップ 4 （任意） 別のアカウントを作成するには、[別のアカウントを追加] リンクを選択します。

新しいアカウントと固有のアクセスコードが表示されます。これらのアクセスコードは、コード

を再生成するか、アカウントを削除するまでは、変わりません。最大で 3 個のアカウントを作成

できます。

パーソナル会議ミーティングが進行中のときには、新しいアカウントを追加することは

できません。

（注）

関連トピック

WebEx サイトからのミーティングに参加する, （37 ページ）

パーソナル電話会議を設定する ,（26 ページ）

パーソナル電話会   議を設定する
ミーティングの主催者と参加者は、いつでも同じコールイン番号にダイヤルし、主催者または参

加者のアクセスコードを入力して、パーソナル会議ミーティングを開始することができます。す

べての参加者が電話を使用してミーティングにダイヤルインする場合、主催者はミーティングを

スケジュールする必要はありません。

ミーティングの参加者が、コンピュータとヘッドセットを使用してパーソナル会議ミーティング

にダイヤルインする場合には、主催者はパーソナル会議ミーティングをスケジュールしておいて、

コンピュータでダイヤルインする参加者が、ミーティングの音声部分に接続する前にミーティン

グのオンライン部分に参加するのを許可する必要があります。

パーソナル会議ミーティングにダイヤルインして、アクセスコードまたはミーティング番号を

入力するように求められたら、必ずアクセスコードを入力してください。

（注）

はじめる前に

• 自分のサイトでパーソナル会議が有効になっている必要があります。

• 有効な主催者 PIN と少なくとも 1 つのパーソナル会議アカウントが存在している必要があり

ます。

• 主催者は、参加者が電話、それともヘッドセットの備わったコンピュータのどちらでパーソ

ナル会議ミーティングにダイヤルインする予定なのかを、知っておく必要があります。
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手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの右上隅にある [マイアカウント]を選択します。

ステップ 2 [マイ音声接続オプション]セクションで [パーソナル会議]を選択します。

ステップ 3 アカウントの選択

主催者 PINおよび主催者および参加者のアクセスコードが表示されます。

ステップ 4 コールイン番号と参加者アクセスコードをミーティングの参加者に伝えてください。

ステップ 5 ミーティングの主催者はコールイン番号をダイヤルします。要求されたら、主催者は主催者アク

セスコードと PINを入力します。

ステップ 6 ミーティングの参加者は同じコールイン番号をダイヤルします。要求されたら、参加者は参加者

アクセスコードを入力します。

参加者の方が先にミーティングにダイヤルインした場合には、ホストがコールイン番号にダイヤ

ルインして、ホストのアクセスコードと PINを入力するまでは、参加者は保留状態になります。
主催者がミーティングに接続すると、保留状態になっていたすべての参加者は、ミーティングの

音声部分に自動的に接続されます。管理者が音声オプションを有効にしていて、参加者が主催者

よりも前にミーティングの音声部分に参加することを許可していた場合には、先にダイヤルイン

した参加者は、参加者アクセスコードを入力するとすぐにミーティングの音声部分に接続されま

す。

次の作業

•主催者は、ミーティングのオンライン部分を開始して、情報を共有し、ミーティングの参加
者がデスクトップでそれらを見られるようにすることができます。主催者は、メールの招待

状のミーティングリンクを選択するか、または Cisco WebEx Meetings Serverサイトにサイン
インした後に [開始]（[ミーティング]ページ）を選択して、ミーティングを開始することが
できます。

•参加者はみな、電話を切って通話を終わらせれば、ミーティングから退席することができま
す。

•ミーティングの主催者は、電話を切る前に電話の *8を押して、主催者が退席した後でも参
加者がミーティングを続けることを許可できます。

•ミーティングの主催者が（*8を押さずに）単に電話を切った場合、ミーティングの参加者は
その後 5分ミーティングを続けることができ、それからミーティングは終了します。

関連トピック

メールからミーティングに参加する, （32ページ）

コンピュータを使って音声に接続する, （19ページ）

音声会議を離れる, （18ページ）

ミーティングページからミーティングに参加する, （34ページ）
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アクセスコードを再発行する
セキュリティ上の目的で、アクセスコードを再生成することができます。

招待者が持っている、アクセスコードが再生成されたアカウントでスケジュールされたそれ以

後のパーソナル会議ミーティングのアクセスコードは、正しくないものになります。

（注）

手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの右上隅にある [マイアカウント]を選択します。

ステップ 2 [マイ音声接続オプション]セクションで [パーソナル会議]を選択します。
既存のアカウントがリストされています。

ステップ 3 [アクセスコードの再生成]を選択します。
アカウントの新しいアクセスコードが表示されます。

パーソナル会議ミーティングが進行中の時には、アクセスコードを再生成することはで

きません。

（注）

次の作業

•古いアクセスコードを持っているすべての招待者に、新しいアクセスコードを記したメール
を送信してください。

•アカウントのアクセスコードを再生成した場合には、以前にスケジュールしたパーソナル会
議ミーティングの再スケジュールを考慮してください。ミーティングの再スケジュールを

行った場合、招待者は、有効なアクセスコードの記された、更新されたメール招待状を受け

取ります。

関連トピック

ミーティングを編集する, （44ページ）

パーソナル電話会議番号アカウントを削除する
必要なくなった場合には、パーソナル会議アカウントを削除することができます。

招待者が持っている、すでに削除されたアカウントでスケジュールされたそれ以後のパーソナ

ル会議ミーティングのアクセスコードは、正しくないものになります。他のアカウントでス

ケジュールされたパーソナル会議ミーティングにも影響が及ぶことがあります。

（注）
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手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの右上隅にある [マイアカウント]を選択します。

ステップ 2 [マイ音声接続オプション]セクションで [パーソナル会議]を選択します。
既存のアカウントがリストされています。

ステップ 3 [削除]を選択します。
アカウントがリストから削除されます。

パーソナル会議ミーティングが進行中のときには、アカウントを削除することはできま

せん。

（注）

次の作業

アカウントを削除した場合には、以前にスケジュールしたパーソナル会議ミーティングの再スケ

ジュールを考慮してください。ミーティングの再スケジュールを行った場合、招待者は、有効な

アクセスコードの記された、更新されたメール招待状を受け取ります。

関連トピック

ミーティングを編集する, （44ページ）
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第 4 章

ミーティングに参加する

ミーティング主催者がミーティングをスケジュールするか、または [今すぐミーティング]オプ
ションを使用してインスタントミーティングを開始する場合、主催者とすべての招待者は、ミー

ティングの詳細が記載された電子メールの招待状を受け取ります。ミーティングの時間になっ

たら、招待者は電子メールの招待状またはインスタントメッセージに記載のミーティング URL
を選択します

• ミーティングに参加する前, 31 ページ

• メールからミーティングに参加する, 32 ページ

• ミーティングページからミーティングに参加する, 34 ページ

• ミーティング番号で参加, 35 ページ

ミーティングに参加する前
このセクションでは、ミーティングに参加する際に発生する可能性があることについて説明しま

す。

システムのサイズによって、ミーティングに参加できる人数の上限が決まります。ミーティング

参加者の人数が上限に達したとき、新しいミーティングを開始しようとする、またはミーティン

グに参加しようとするユーザーにはエラーが表示され、システムによって、ミーティングを開始

したり参加したりすることを禁止されます。ミーティングにダイヤルするユーザーは、システム

が参加者人数の上限に達したためミーティングの開始または参加ができないことを伝える音声プ

ロンプトを聞きます。

どのミーティングでも、参加者の上限の半数だけがビデオを使用できます。ビデオは送受信とし

て定義され、ユーザーがビデオを共有するために、WebExウェブカムビデオまたはビデオファイ
ル共有オプションを使用していることを意味します。

WebExサイトが、有名な証明機関による証明書ではなく、自己署名証明書を使用する場合、あな
たのデータセンターが他のデータセンターに結合した後で、ユーザーはミーティングを開始また

は参加する前に、信頼されたルート証明書機関に各データセンターの証明書をインストールする

必要があります。
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Chrome 32以降または Firefox 271以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebExミーティングを開始、またはWebEx録画を再生するために、Chrome 38以降のブラウザを
使用する場合、以下のワンタイムインストレーションを完了して、CiscoWebEx拡張機能をChrome
ブラウザに追加する必要があるかもしれません。

1 [WebExを Chromeに追加]を選択します。

2 Cisco WebEx Extensionダイアログで [フリー]を選択します。

3 [追加]を選択すると、Cisco WebEx拡張機能が Chromeブラウザに追加されます。

4 Cisco_WebEx_Add-on.exeファイルを開き、[実行]を選択します。

5 インストールが完了したら、ページが更新されます。ミーティングが自動的に開始されない場

合は、ページを最新表示します。

メールからミーティングに参加する

手順

ステップ 1 メール招待状を開いて、リンクをクリックします。

参加するミーティングの詳細ページが表示されます。

ステップ 2 要請があれば、必要な情報を入力します。入力する情報は、次のとおりです。

•名前:ミーティング中に出席者に知らせる名前を入力します。

•メールアドレス:次の形式でメールアドレスを入力します: name@your_company例えば、
msmith@company.comです。

1 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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•ミーティングのパスワード:ミーティングパスワードを入力してください。ミーティングの
主催者は、通常、招待メールにパスワードを記載しています。あるいは安全性を確保するた

めに他の方法で提供したりします。

ステップ 3 [参加]を選択します。

•すでにサインインしているか、WebExサイトにアカウントを持っていない場合には、ミー
ティングクライアントが起動するまで待ってください。

•現在サインインしていなくても、WebExサイトにアカウントを持っている場合には、システ
ムはサインインページにリダイレクトします。ミーティングに参加する前に、ここでユー

ザー信用情報を入力することができます。

サイトがシングルサインオンン（SSO）を行うように設定されている場合には、サ
インインページは自分の会社の SSOサイトになります。サイトが SSOを行うよう
に設定されていない場合には、WebExサインインページでサインインを行います。

（注）

次の作業

Chrome 32以降または Firefox 272以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebExミーティングを開始、またはWebEx録画を再生するために、Chrome 38以降のブラウザを
使用する場合、以下のワンタイムインストレーションを完了して、CiscoWebEx拡張機能をChrome
ブラウザに追加する必要があるかもしれません。

1 [WebExを Chromeに追加]を選択します。

2 Cisco WebEx Extensionダイアログで [フリー]を選択します。

3 [追加]を選択すると、Cisco WebEx拡張機能が Chromeブラウザに追加されます。

2 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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4 Cisco_WebEx_Add-on.exeファイルを開き、[実行]を選択します。

5 インストールが完了したら、ページが更新されます。ミーティングが自動的に開始されない場

合は、ページを最新表示します。

ミーティングページからミーティングに参加する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 本日のリストからミーティングを検索します。

該当するミーティングが表示されていない場合は、[すべてのミーティング]タブを選択し、検索
パラメータを入力して探します。

ステップ 3 [参加]を選択します。

次の作業

Chrome 32以降または Firefox 273以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

3 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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ミーティング番号で参加
Cisco WebExにサインインしているかどうかには関わりなく、ミーティング番号を使えば、ミー
ティングに参加することができます。

手順

以下のいずれかを実施します。

動作IF

1 [ミーティング]タブを選択して [ミーティン
グ]ページを表示します。

2 [番号により参加]を選択します。

3 ミーティング番号を入力します。

4 必要に応じてミーティングパスワードを設

定します。

5 [参加]を選択します。

すでにWebExサイトにサインインしている場
合

1 ウェブブラウザを開いてWebExサイトにア
クセスします。

2 ヘッダーの右上にある [番号により参加]リ
ンクを選択します。

3 [番号により参加]ページで必要な情報を入力
します。

4 [参加]を選択します。

また、パブリックなWebExサイトの
URLに /orion/joinを続けて入力し（た
とえば https://<public site

url>/orion/join）、[番号により参加]

ページにアクセスすることもできます。

ヒント

WebExサイトにサインインしていない場合

Chrome 32以降または Firefox 274以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。
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プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを
選択し、[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択し
ます。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグイン
アイコンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

トラブルシューティングのヒント

ミーティング番号でミーティングに参加できない場合には、以下の手順に従ってください:

•正しいパスワードを入力していることを確認してください。

•ミーティングに参加できる、正しい時間であることを確認します。

•情報が正しい場合には、[ミーティング]ページでミーティングを検索して、リンクから参加
することを試みます。
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第 5 章

ミーティングを開始またはスケジュールす

る

• WebExサイトからのミーティングに参加する, 37 ページ

• WebExサイトからミーティングを開始する, 39 ページ

• インスタントミーティングを開始する, 40 ページ

• インスタントメッセンジャーからミーティングを開始する, 42 ページ

• 他のユーザーが自分の代理としてミーティングをスケジュールすることを許可する, 43ペー
ジ

• ミーティングの検索, 43 ページ

• ミーティングを編集する, 44 ページ

• 繰り返しミーティングを編集する, 45 ページ

• ミーティングを取り消す, 45 ページ

• 繰り返しパターンのサポート, 46 ページ

WebEx サイトからのミーティングに参加する
はじめる前に

主催者はWebExミーティングをスケジュールまたは開始するにはライセンスが必要です。

手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの上部で、[スケジュール]を選択します。
[WebExミーティングのスケジュール]ページが表示されます。

ステップ 2 ミーティングの以下の情報を指定します:
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•議題:ミーティングの議題あるいは討論内容は何ですか?

•日時:ミーティングが開催される日時はいつですか?
繰り返し行われるミーティングをスケジュールする場合は、[繰り返し]オプションを選択し
ます。

•所要時間:ミーティングの所要時間はどれくらいですか?

•ユーザー:どのユーザーをミーティングに招待しますか?連絡先から検索するにはメールアド
レスか名前を入力します。ミーティングをスケジュールした後でも招待することができま

す。

招待者に自分と同じ権限を持たせる場合は、その招待者のために [代理主催者]オ
プションを選択します。代理主催者がミーティングを編集または削除することは

ありません。代理主催者がミーティングを開始した後にそのミーティングに参加

すると、自動的に主催者になります。

（注）

ステップ 3 音声接続タイプを選択します。

• WebEx音声 –この音声接続モードを使えば、ミーティングの主催者と参加者はミーティング
のメール招待メッセージに含まれているリンクを使い、ミーティングのオンライン部分に参

加することができます。いったんミーティングに接続したら、ユーザーはミーティングに

コールインするか、またはコールバック機能を使用して、自分の電話番号への通話を受ける

ことができます。このオプションでは、主催者は今すぐミーティング機能かまたはスケ

ジューラを使用して、ミーティングをスケジュールする必要がありまあす。

•パーソナル会議–この音声接続モードを使用すれば、ミーティングの主催者は、CiscoWebEx
ミーティングの音声部分をいつでも素早く開始することができます。ミーティングの主催者

と参加者は、同じコールイン番号にダイヤルし、アクセスコードを入力するだけで、ミー

ティングの音声部分を開始することができます。システムは次に、ミーティング主催者に

ミーティングのオンライン部分へのリンクとともにメールを送ります。主催者がオンライン

ミーティングを開始することにした場合、参加者は次に情報を交換したり、アイディアに関

するコラボレーションを行ったりするためにそれを使用できます。ミーティングの主催者と

参加者は、前もってパーソナル会議ミーティングのスケジュールを立てておく必要はありま

せん。そして、いったん生成されたアクセスコードが変更されることはありません。

パーソナル会議のオプションを使用するには、パーソナル会議アカウントと主催者PIN
を持っている必要があります。

（注）

ステップ 4 （任意） WebExミーティングの場合、[ミーティングパスワード]を入力します。

•ミーティングを非公開にする場合は、パスワードを入力します。招待者はWebExアカウン
トにサインインしていない限り、ミーティングに参加するためにはパスワードが必要になり

ます。

•セキュリティ強化のため、[招待状にパスワードを記載しない]にチェックマークを付けてく
ださい。パスワードを含めないということは、ミーティング詳細ページまたはメール招待状

に、パスワードが表示されないということです。ミーティング主催者は、その後で招待者お

よびパスワード要求者に固有のパスワードを送信します。
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ステップ 5 （任意） [このミーティングを録画する]をチェックし、ミーティングを開始するとき、システム
が自動的に録画を開始するようにします。

ステップ 6 [スケジュールする]を選択します。
ミーティング詳細ページに、ミーティングがスケジュールされたことを確認するメッセージが表

示されます。

ミーティングの最長時間は 24時間で
す。

（注）

システムは予定されたメンテナンス枠中または将来のメンテナンス枠の予定が立てられ

るときに、ミーティングを予定できないようにします。

（注）

関連トピック

繰り返しパターンのサポート, （46ページ）

ミーティングを編集する, （44ページ）

ミーティングを取り消す, （45ページ）

WebEx サイトからミーティングを開始する
はじめる前に

主催者はWebExミーティングを開始するにはライセンスが必要です。

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 開始するミーティングを探します。

ミーティングの開始時間が許容範囲内の場合、[スタート]ボタンは緑でのみ表示されま
す。

ヒント

ステップ 3 [開始]を選択します。

ステップ 4 （任意）開始するミーティングが繰り返しシリーズの一部の場合、シリーズのこれから先のミー

ティングを開始するか確認します。

ミーティングが開始されます。
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次の作業

Chrome 32以降または Firefox 275以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebExミーティングを開始、またはWebEx録画を再生するために、Chrome 38以降のブラウザを
使用する場合、以下のワンタイムインストレーションを完了して、CiscoWebEx拡張機能をChrome
ブラウザに追加する必要があるかもしれません。

1 [WebExを Chromeに追加]を選択します。

2 Cisco WebEx Extensionダイアログで [フリー]を選択します。

3 [追加]を選択すると、Cisco WebEx拡張機能が Chromeブラウザに追加されます。

4 Cisco_WebEx_Add-on.exeファイルを開き、[実行]を選択します。

5 インストールが完了したら、ページが更新されます。ミーティングが自動的に開始されない場

合は、ページを最新表示します。

インスタントミーティングを開始する

はじめる前に

主催者はインスタントWebExミーティングを開始するにはライセンスが必要です。

5 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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手順

ステップ 1 [ミーティング]ページの上部で、[今すぐミーティング]を選択します。

ステップ 2 ミーティングの招待者の名前やメールアドレスなど、ミーティングの詳細を入力します。

ステップ 3 （任意） [ミーティングパスワード]フィールドが表示されている場合には、以下の事柄を行いま
す:

•入力するパスワードを確認する場合には、[実際のパスワードを表示]にチェックマークを付
けます。

•セキュリティ強化のため、[招待状にパスワードを記載しない]にチェックマークを付けてく
ださい。パスワードを含めないということは、ミーティング詳細ページまたはメール招待状

に、パスワードが表示されないということです。ミーティング主催者は、その後で招待者お

よびパスワード要求者に固有のパスワードを送信します。

パスワードフィールドが表示されていない場合には、アカウント設定でミーティングパ

スワードを設定しなかった、または管理者がWebExシステムをパスワードが必要なよ
うに設定しなかった可能性があります。ワンクリックミーティングでパスワードを設

定する場合には、[マイアカウント]を選択して、[今すぐミーティングの設定]セクショ
ンにパスワードを入力します。ミーティングをセットアップするときには、いつでも

パスワードを変更できます。

ヒント

ステップ 4 [開始]を選択します。

次の作業

Chrome 32以降または Firefox 276以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

6 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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インスタントメッセンジャーからミーティングを開始す

る
WebEx生産性向上ツールをインストールした後、サポートされているインスタントメッセンジャー
クライアントからチャットを開始するときに [WebEx]タブが表示されます。関連オプションを選
択して、ミーティングを開始するか、WebExミーティングに誰かを招待します。

はじめる前に

Cisco WebEx生産性向上ツールのこのリリースでは、次のインスタントメッセンジャーのクライ
アントと統合します。

• Lync 2010（32ビット版）

• Lync 2013（32ビット版）

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

主催者はインスタントWebExミーティングを開始するにはライセンスが必要です。

手順

ステップ 1 インスタントメッセンジャークライアントを開いて、参加者からユーザーを選択します。

上部の [WebEx]タブでチェットウィンドウが開きます。

ステップ 2 ミーティングを開始するには、[WebEx]タブの [ミーティングを開始する]ボタンを選択します。
Cisco WebEx Meetingsが起動します。

ステップ 3 ミーティングにユーザーを招待するには、IMの参加者からユーザー選択します。
上部の [WebEx]タブでチェットウィンドウが開きます。

ステップ 4 [WebEx]タブから [ミーティングに招待する]を選択します。
ミーティングリンクがユーザーに送信されます。

ウェブサイトやOutlookインテグレーションなど別のインターフェースからWebExミー
ティングをすでに開始している場合、IM参加者から選択したり、[ミーティングに招待
する]ボタンを使って、インスタントメッセンジャークライアントからまだユーザーを
招待できます。

（注）
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他のユーザーが自分の代理としてミーティングをスケ

ジュールすることを許可する
OutlookのCisco Webex生産性向上ツールを使用してあなたの代わりにミーティングをスケジュー
ルする代理人として1名または複数のユーザーに権限を与えることができます。ユーザーが代理
でミーティングをスケジュールすると、このミーティングは [マイミーティング]ページのミーティ
ング一覧に表示されます。以降は、自分でミーティングをスケジュールした場合と同様、通常の

方法でミーティングを開始および進行することができます。

はじめる前に

このタスクは以下が前提です。

•自分の代理としてミーティングをスケジュールするユーザーがWebExサイトにアカウント
を持っていること。

•主催者はミーティングをスケジュールするためにはインストールライセンスまたは一時ライ
センスが必要です。

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 右上の [マイアカウント]を選択します。
[マイアカウント]ページが表示されます。

ステップ 3 [セッションのオプション]セクションまでスクロールダウンします。

ステップ 4 スケジューリングの権限では、あなたの代わりにミーティングをスケジュールすることを許可す

るユーザーのメールアドレスを入力します。

ステップ 5 [更新]を選択します。

ミーティングの検索

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。
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サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [すべてのミーティング]タブを選択します。
ミーティングが開始され、終了したのであれば、ミーティングページから削除されます。その

ミーティングの録画が入手できる場合、[録画]ページで見つけることができます。

ステップ 3 検索の文字列を入力します。

ミーティングは、日付範囲、主催者の名前、議題で検索できます。

ステップ 4 [検索]を選択します。
検索結果でミーティングリストが更新されます。

ミーティングを編集する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 編集するミーティングの議題を選択します。

[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 3 [編集]を選択します。
[WebExミーティングを編集]ページが表示されます。

ステップ 4 ミーティングのパラメータを変更します。

ステップ 5 保存オプションを選択します。

•保存して全員に通知する -更新を保存し、更新されたミーティング通知を出席者全員に送信
します。

•保存のみ -更新は保存されますが、更新されたミーティング通知は招待者に送信されません。

[ミーティング]ページにミーティングの変更を確認するメッセージが表示されます。

関連トピック

繰り返しパターンのサポート, （46ページ）
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繰り返しミーティングを編集する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 編集するミーティングの議題を選択します。

[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 3 [編集]を選択します。

ステップ 4 このミーティングシリーズの単一のミーティングかシリーズ全体を編集するかどうか選択します。

[ミーティングの編集]ページが表示されます。

一連のミーティングの 1回を変更するとき、この 1回のミーティングはサーバーから新
しいミーティング IDを割り当てられます。新しいミーティング IDを記載したアップ
デート済みミーティング通知がすべての招待者に送信したことを確認します。

（注）

ステップ 5 ミーティングのパラメータを変更します。

ステップ 6 保存オプションを選択します。

•保存して全員に通知する -更新を保存し、更新されたミーティング通知を出席者全員に送信
します。

•保存のみ -更新は保存されますが、更新されたミーティング通知は招待者に送信されません。

[ミーティング]ページにミーティングの変更を確認するメッセージが表示されます。

ミーティングを取り消す
ミーティング詳細ページから、スケジュールしたミーティングをキャンセルすることができます。

ミーティングをキャンセルすると、[ミーティング]ページのミーティング一覧からも削除されま
す。

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。
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サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 ミーティングのトピックを選択したり、確認メールメッセージからリンクを選択して、ミーティ

ングの詳細ページに移動します。

繰り返しパターンのサポート
毎月の社内ミーティングや毎週の状況ミーティングなど、定期的に行われるミーティングの場合、

繰り返しミーティングを設定することができます。繰り返し開催されるミーティングをスケジュー

ルすることにより、連結してるすべてのミーティングを一度の設定で済ませることができるよう

になります。

次の表には、サポートされているWebExの繰り返しパターンについて説明しています。

説明種類

選択した終了日まで、日単位でミーティングを

繰り返します。

• [x]日ごと:：指定した日数の間隔ごとに
ミーティングが繰り返されます。

•平日:ミーティングは月曜から金曜まで毎
日繰り返されます。

日単位

選択した終了日まで、週単位でミーティングを

繰り返します。

• [X]週ごと:指定した週ごとの選択した日
にミーティングが繰り返されます。

週単位

選択した終了日まで、月単位でミーティングを

繰り返します。

• [x]ヶ月ごとの [x]日:ミーティングを繰り
返す月の特定日を指定します。また、ミー

ティングを繰り返す間隔を月数で指定しま

す。

• [x]ヶ月ごとの第 [x]週の[x]曜日:ミーティ
ングを繰り返す月の特定の週と曜日を指定

します。また、ミーティングを繰り返す間

隔を月数で指定します。

月単位
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説明種類

•終了日未定 : 10年間ミーティングを繰り返
します。

•終了日:ミーティングを繰り返す最終日を
指定します。

• [x]回のミーティング後:ミーティングの繰
り返しを終了するまでに繰り返すミーティ

ング数を指定します。

終了する

関連トピック

WebExサイトからのミーティングに参加する, （37ページ）

ミーティングを編集する, （44ページ）
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第 6 章

モバイルデバイスを使用したミーティング

のスケジュールまたは参加

モバイルデバイスを使用して、どの場所からでもミーティングのスケジュールまたは参加が可能

です。 Cisco WebExアプリをモバイルデバイスにダウンロードして、サービスをアクティブ化
し、通常の方法でCiscoWebExにサインインすると、ミーティングのスケジュールまたは参加の
準備ができます。

• モバイルデバイスで Cisco WebEx Meetingsをダウンロード, 49 ページ

• モバイルデバイスで Cisco WebEx Meetingsをアクティブ化, 50 ページ

• モバイルデバイスを使用してWebExにサインイン, 50 ページ

• モバイルデバイスでミーティングの開始, 51 ページ

• モバイルデバイスでミーティングに参加, 51 ページ

• SSL証明書をモバイルデバイスにインストール, 52 ページ

モバイルデバイスで Cisco WebEx Meetings をダウンロー
ド

Cisco WebExサイトに移動して、ページ右上の [ダウンロード]を選択します。モバイル端末向け
のWebExのセクションに移動し、[続行]を選択します。アクティベーション用のメールが送信さ
れます。

• Apple iPhoneまたは iPad:必ずメールに記載されているリンクを使用して Apple Storeからア
プリケーションをダウンロードしてください。または、使用している iPhoneまたは iPadで、
Appleの App Storeを開いて、「Cisco WebEx Meetings」を検索することもできます。このア
プリは、「ビジネス」のカテゴリで見つかります。

• Androidデバイス: Google Playまたは指定された代替のリンクからアプリをダウンロードしま
す。
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WebExサイトでモバイル端末用のWebExをダウンロードするためのオプションを確認するに
は、それを表示するように管理者があらかじめシステムを設定する必要があります。

（注）

モバイルデバイスで Cisco WebEx Meetings をアクティブ
化

Cisco WebEx for Mobile Devicesオプションで [続行]を選択すると ([ダウンロード]ページ)、シス
テムはアクティベーション電子メールをアカウントに送信します。アクティベーション用メール

のリンクを選択してアクティベーション手続きを行います。WebExアプリをまだダウンロードし
ていない場合は、アクティベーションのリンクにそれを適切なサイトからダウンロードするよう

指示が示されます。

• Apple iPhoneまたは iPad:アプリケーションをダウンロードしたら、メールに戻り、アクティ
ベーションリンクをもう一度選択します。

• Androidデバイス:このアプリは、インストール後に自動的に起動します。サインインする
と、アクティベーションの処理が完了します。

モバイル端末でWebExを使用するには、管理者がモバイル機能を有効にする必要があります。（注）

モバイルデバイスを使用して WebEx にサインイン
WebExにサインインする方法はシステムの設定により異なります。各アプリケーションにサイン
インのガイドがありますが、以下にいくつかのヒントを紹介します。

• WebExアプリをアクティベーションするメールを受信している場合は、そこに記載されてい
るリンクを選択してサービスを有効化し、WebExアカウントに登録したメールアドレスと
WebExパスワードを入力してサインインします。

•会社のウェブサイトからサインインするよう促された場合は、WebEx URLを入力してから
[次へ]をクリックし、WebEx用のユーザー名とパスワードを入力してサインインします。

WebExサイトがシングルサインオン（SSO）を行うように設定されている場
合には、自分の会社のユーザー資格情報を入力してサインインしてください。

WebExサイトがシングルサインオン（SSO）を行うように設定されていない
場合は、自分のWebExユーザー資格情報を入力してください。

ヒント
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•複数のWebExサイトにアクセスできる場合は、サインインした後にどのサイトか選ぶよう
に指示されます。

•招待されたWebExミーティングに出席するためには、メールの受信ボックスにある招待メー
ルを開くか、カレンダーアプリケーションを開きます。招待の中のウェブブラウザでWebEx
を起動するリンクをタップします。オプションで、ミーティングパスワードの入力が求めら

れます。パスワードを入力すると、ミーティングに移動します。

WebExアプリにサインインしていない場合、以前にモバイルデバイスからサ
インインしていない限りミーティング番号で参加するオプションは利用でき

ません。

ヒント

モバイルデバイスでミーティングの開始
主催者である場合は、WebExミーティングのスケジュール、開始、およびWebExミーティング
への招待をモバイル端末から簡単に行うことができます。

iPhoneまたは iPadでスケジュールされた、または開始されたWebExミーティングは、録画す
ることはできません。

（注）

手順

ステップ 1 [マイミーティング]画面に移動します。

ステップ 2 [ミーティング]パネル右上角にある+アイコンをクリックします。

ステップ 3 ミーティングの議題、日時を入力し、希望する参加者を選択します。

ミーティングの開始時刻に差し迫っている場合は、ここからミーティングを開始することが可能

です。

ステップ 4 ミーティングを開始するには、[開始]を選択します。

ステップ 5 （任意） 後でミーティングをスケジュールする場合は、[スケジュール]をタップして [マイミー
ティング]スクリーンに戻ります。
[マイミーティング]ページが表示されます。

モバイルデバイスでミーティングに参加
モバイル端末に Cisco WebEx Meetingsアプリがインストールされているのを確認してから、以下
のいずれかの方法でWebExミーティングに参加します。
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• WebExミーティング招待メールを開き、リンクを選択してミーティングに参加します。

• WebExアカウントにサインインし、[マイミーティング]ページから参加します。

• WebExアカウントにサインインし、ミーティング番号を入力して [番号により参加]機能を使
用します。

SSL 証明書をモバイルデバイスにインストール
会社が自己署名式の証明書を使用している場合、またはApple iPhoneまたは iPadにインストール
されているルート証明書が Appleの信頼できる証明書権限リストにない場合、WebExミーティン
グに参加する前に、モバイル端末に SSL証明書をインストールする必要があります。

はじめる前に

管理者は電子メールメッセージに添付された証明書ファイルを送信する必要があります。

ユーザーはモバイル端末用にアクティブな高速インターネット接続を持つ必要があります。

手順

ステップ 1 iOSメールアカウントで管理者からのメールを開き、モバイルデバイスに証明書ファイルを保存
します。

ステップ 2 モバイルデバイスに証明書をインストールします。

a) [プロファイルのインストール]ページで、[インストール]をタップします。
b) [未署名のプロファイル]ダイアログで、[今すぐインストール]をタップします。
c) 証明書のパスワードを入力します。
d) [次へ]をタップします。
e) [完了]をタップします。
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第 7 章

Microsoft Outlook で WebEx Meetings をスケ
ジュールする

• WebExと Outlookの連携について, 53 ページ

• Microsoft OutlookからWebExミーティングをスケジュールする, 54 ページ

• Microsoft Outlookからスケジュール済みミーティングを開始する, 56 ページ

• WebExと Outlookの連携で使用できる繰り返しパターン, 56 ページ

• 代理人について, 57 ページ

• WebExサイトで代理人を任命する, 58 ページ

• Microsoft Outlookで代理人を指名する, 59 ページ

• 他の主催者のためにミーティングまたは予定をスケジュールする, 60 ページ

• 他の主催者のためにミーティングを開始する, 61 ページ

• スケジュール済みミーティングに変更を加える, 62 ページ

• Microsoft Outlookからミーティングに参加する, 63 ページ

• Microsoft Outlookからミーティングに参加する, 63 ページ

• WebExサイトからのミーティングに参加する, 64 ページ

WebEx と Outlook の連携について
オンラインミーティングをMicrosoftOutlookでスケジュールしたり開始したりする場合は、WebEx
とOutlookの連携を使用すると便利です。WebExとOutlookの連携を使うと、通常オンラインミー
ティングをスケジュールしたりミーティングに参加したりするときに使用するWebExサイトを利
用しなくてもさまざまな操作ができます。

WebExと Outlookの連携は、Microsoft Outlook向けのWebEx生産性向上ツールです。管理者が設
定している場合は、WebExサイトの [ダウンロード]リンクから生産性向上ツールのインストール
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を選択できます。システム構成によっては、新しいバージョンが入手可能になると、生産性向上

ツールを自動更新します。

WebEx生産性向上ツールをインストールすると、Microsoft OutlookにWebEx連携オプションが追
加されます。このオプションを使用して、オンラインミーティングを簡単にスケジュールできま

す。

WebExと Outlookの連携を使用する前に、次のことを確認してください:（注）

• WebExサイトにユーザーアカウントを持っている

• Microsoft Outlookの操作に慣れている

•サポートバージョンのMicrosoft Outlookを使用している:

◦ Microsoft Outlook 2007 SP2以降

◦ Microsoft Outlook 2010（32ビットおよび 64ビット版のすべてのサービスパック）

ミーティングをスケジュールするときは、グローバルアドレス一覧、個人用アドレス帳、連絡

先フォルダなどの任意のOutlookアドレス帳を使用して出席者を招待できます。ミーティング
に招待する出席者は、ミーティングに参加するためにOutlook連携を使用する必要はありませ
ん。

Microsoft Outlook から WebEx ミーティングをスケジュー
ルする

WebExとOutlookの連携を使用してオンラインミーティングを設定するには、新しく [会議出席依
頼]または [予約]ウィンドウを開いてから、ミーティングの情報と設定を指定します。

はじめる前に

以下に注意してください:

• Outlook連携はMicrosoft Outlookで使用できるすべての定期のオプションをサポートしてい
るわけではありません。

• Microsoft Outlookから送信するミーティング招待状では、WebExサイトの基本設定にあるタ
イムゾーンではなく、お使いのコンピュータに設定されているタイムゾーンでミーティング

の開始時刻が表示されます。

WebExサイトでは、すべてのミーティングの時刻が、サイト設定で指定されたタイムゾーン
で表示されます。お使いのコンピュータに設定されているタイムゾーンは関係ありません。

• Microsoft Outlookからミーティングをスケジュールしているため、代理主催者として招待す
るすべてのユーザーは、2つのミーティング通知を受け取ります。
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[ミーティングへ参加]リンクで招待者として招待している 1人◦

◦ [ミーティングの開始]リンクで代理主催者として招待している 1人

招待者はどちらかのリンクを使用して、ミーティングに入室できます。ウェブからミーティ

ングをスケジュールする場合、代理主催者として招待するユーザーは、ミーティングを開始

するリンクがあるメール通知を 1通受け取ります。

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookクライアントから以下のいずれかの方法で新しく会議出席依頼を開きます。

• [新規] > [会議出席依頼]または [新規] > [予定]の順に選択します。

• WebExツールバーで [ミーティングのスケジュール]を選択します。

[WebExミーティングの追加]ボタンが追加されたミーティングのスケジュールウィンドウが表示
されます。

ステップ 2 ミーティングの課題、開始および終了時刻、招待する出席者などのミーティングの詳細を入力し

ます。

定期的なミーティングを指定するには、[定期的なアイテム]をクリックしてから、繰り返しオプ
ションを選択します。

ステップ 3 WebExツールバーから [WebExミーティングを追加]を選択します。
[WebEx設定]ダイアログボックスが表示されます。

[WebExの設定]ダイアログボックスが表示されない場合には、WebEx Assistantにサイ
ンインして、[WebE ミーティングの追加]アイコンをもう一度選択します。

（注）

ステップ 4 （任意） ミーティングにパスワードを含める場合は、[ミーティング情報]セクションに入力しま
す。

ステップ 5 （任意） 他のユーザーが自分の代理としてミーティングを開始できるようにするには、[代理主
催者]タブを選択して、リストから該当者を選択します。選択する前に、参加者リストに追加す
る必要があります。

ステップ 6 [OK]を選択して、[WebEx設定]ダイアログボックスを閉じます。
Microsoft Outlook予定フォームにWebEx情報が表示されます。

ステップ 7 [送信]を選択してミーティング情報を保存し、更新を招待者に送信します。
スケジュールされたミーティングが Outlook予定表とWebExサイトのミーティングリストに表示
されます。

関連トピック

WebExと Outlookの連携で使用できる繰り返しパターン, （56ページ）

元の主催者に代わってのスケジュールについて
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Microsoft Outlook からスケジュール済みミーティングを
開始する

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookで、Outlookカレンダーのミーティングをダブルクリックします。
ミーティング通知が表示されます。

ステップ 2 このリンクをクリックしてミーティングを開始します。

次の作業

Chrome32以降またはFirefox 27以降を使用している場合は、CiscoWebExプラグインをインストー
ルするように指示するプロンプトが表示される場合があります。必要なプラグインをインストー

ルするんは、[ダウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebEx と Outlook の連携で使用できる繰り返しパターン
以下の表では、WebExでの Outlook の繰り返しパターンの扱われ方を紹介します。

WebEx ミーティングに変換のオ
プション

Outlook オプション種類

[X]日ごと[X]日ごと日単位

平日毎日平日毎日
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WebEx ミーティングに変換のオ
プション

Outlook オプション種類

[X]週ごとの: [日曜日、月曜
日、火曜日、水曜日、木曜日、

金曜日、土曜日]

[X]週ごとの: [日曜日、月曜
日、火曜日、水曜日、木曜日、

金曜日、土曜日]

週単位

[y]ヶ月ごとの [x]日[y]ヶ月ごとの [x]日月単位

毎月 [1、2、3、4、31]日毎月 [1日、2日、3日、4日、
最終日]

サポートなし[第 1、第 2、第 3、第 4、最終]
の平日または週末

[x]ヶ月ごとの [第 1、第 2、第
3、第 4、最終]の [日曜日、月
曜日、火曜日、水曜日、木曜

日、金曜日、土曜日]

[x]ヶ月ごとの [第 1、第 2、第
3、第 4、最終]の [日曜日、月
曜日、火曜日、水曜日、木曜

日、金曜日、土曜日]

サポートなし毎年 [1月～ 12月] [1～ 31日]年単位

サポートなし[1月～ 12月]の [第 1、第 2、
第 3、第 4、最終]の [日、平
日、週末]

終了日未定終了日未定終了日

[x]回後に終了。これは、[日
付]ページの最終日に変換され
ます。

[x]回後に終了。

[日付]に終了[日付]に終了

関連トピック

Microsoft OutlookからWebExミーティングをスケジュールする, （54ページ）

代理人について
WebExの Outlook連携機能では、あるユーザーを代理人として定めて、別のユーザーのためにス
ケジュール作業を行わせる、というコンセプトをサポートしています。作業には、ミーティング

のスケジュール、編集、キャンセル、および開始が含まれます。たとえば、WebExミーティング
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を定期的に主催する必要がある場合は、自分の代わりにミーティングをスケジュールする権限を

アシスタントに与えることができます。

代理人を割り当てる前に知っておくべき事柄

• WebExサイトに代理人を指名するオプションが表示されない場合は、[マイアカウント]ペー
ジで [スケジュール権限]オプションを有効にします。

•代理人もWebExサイトのWebEx主催者アカウントを持つ必要があります。

• WebExサイトでの自分と代理人両方のアカウントのメールアドレスが、Microsoft Outlookの
アドレスと一致している必要があります。

•代理人がスケジュールしたミーティングは、自分のカレンダーに表示されます。これを編集
するには、WebExと Outlookの連携がコンピュータにインストールされている必要がありま
す。

•スケジュール権限は、代理人からいつでも削除できます。

• [スケジュール権限]オプションは、WebEx音声ミーティングにのみ適用されます。他のユー
ザーは、主催者の代わりにパーソナル会議ミーティングをスケジュールすることはできませ

ん。

代理人に割り当てられた場合に知っておくべき事柄

他の主催者のためにミーティングをスケジュールするには、以下を確認してください:

（注） •他の主催者の代理でミーティングをスケジュールした後、必要に応じて、主催者のため
にミーティングを開始することもできます。

•元の主催者はスケジュール権限をいつでもあなたから削除できます。

関連トピック

WebExサイトで代理人を任命する, （58ページ）

Microsoft Outlookで代理人を指名する, （59ページ）

他の主催者のためにミーティングまたは予定をスケジュールする, （60ページ）

他の主催者のためにミーティングを開始する, （61ページ）

WebEx サイトで代理人を任命する
WebExサイトの代理人にスケジュールの権限を許可する方法について以下に説明します。
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手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 右上の [マイアカウント]を選択します。
[マイアカウント]ページが表示されます。

ステップ 3 [セッションのオプション]セクションまでスクロールダウンします。

ステップ 4 スケジュールの権限の場合は、代理人に任命するユーザーのメールアドレスを入力します。

ユーザーは、代理人を割り当てる前に、Cisco WebExで主催者権限を持っている必要が
あります。

（注）

ステップ 5 [更新]をクリックします。

次の作業

Microsoft Outlookで、代理人を選択し、その代理人とカレンダーを共有します。

関連トピック

Microsoft Outlookで代理人を指名する, （59ページ）

代理人について, （57ページ）

Microsoft Outlook で代理人を指名する
以下に、代理人とMicrosoft Outlookの予定表を共有する方法を説明します。これらのステップ
は、Microsoft Outlook 2010を使用していることを前提とします。このタスクの正確な手順は、
Outlookのバージョンによって異なる場合があるため、詳細についてはOutlookヘルプドキュメン
トを参照してください。

はじめる前に

• WebExの [マイアカウント]ページで必ず代理人にスケジュールの権利を与えます。

•共有するカレンダーはMicrosoft Outlookの個人用フォルダ以外の場所に置いてください。カ
レンダーがパブリックフォルダにある場合のみ、代理人はカレンダーにアクセスできます。

•任命する代理人の名前は、Microsoft Outlookのグローバルアクセス一覧に記載されている必
要があります。
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手順

ステップ 1 Microsoft Outlookから、[ファイル] > [アカウント設定} > [代理人アクセス]を選択します。
[代理人]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [追加]を選択します。
[ユーザーの追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 代理人の名前を選択し、[追加]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。
[代理アクセス権の設定]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 カレンダーで [編集者]を選択してから [OK]をクリックします。

ステップ 6 [OK]を選択すると、[オプション]ダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

WebExサイトで代理人を任命する, （58ページ）

代理人について, （57ページ）

他の主催者のためにミーティングまたは予定をスケジュー

ルする

はじめる前に

このタスクは以下が前提です。

•主催者の代わりにをスケジュールすることができる代理人である。

•他の主催者があなたとカレンダーを共有している。

•主催者の代理としてWebEx音声ミーティングをスケジュールしている。

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookで他の主催者のカレンダーを開くために、次の作業を行います:
a) [ファイル] > [開く] >[他のユーザーのフォルダ]の順に選択します。

[他のユーザーのフォルダを開く]ダイアログボックスが表示されます。

b) 元の主催者の名前を入力するか、[名前]をクリックして元の主催者の名前を選択します。
c) フォルダの形式には、[カレンダー]を選択し、[OK]をクリックします。
共有カレンダーが表示されます。
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Microsoft Outlookのビューのカスタマイズ方法によっては、他のユーザーのカレンダー
を開く方法がいくつかあります。詳細については、Microsoft Outlookのヘルプを参照し
てください。

（注）

ステップ 2 複数のカレンダーを並べて表示している場合は、一度クリックして実際の主催者のカレンダーを

確実に選択してください。

ステップ 3 Outlookで新しく [会議出席依頼]または [予定]ウィンドウを開いてから、ミーティングの情報と
設定を指定します。

関連トピック

Microsoft OutlookからWebExミーティングをスケジュールする, （54ページ）

代理人について, （57ページ）

他の主催者のためにミーティングを開始する
他の主催者のためにミーティングをスケジュールすると、元の主催者はMicrosoft Outlookで確認
メールメッセージを受け取ります。このタスクを完了すると、他の主催者のカレンダーからミー

ティングを開始できます。

はじめる前に

このタスクは、他の主催者のMicrosoftOutlook予定表にアクセスする権限があることが前提です。

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookで他の主催者のカレンダーを開くために、次の作業を行います:
a) Microsoft Outlookで、[ファイル] > [開く] > [他のユーザーのフォルダ]の順に選択します。

[他のユーザーのフォルダを開く]ダイアログボックスが表示されます。

b) 主催者の名前を入力するか、[名前]をクリックして主催者の名前を選択します。
c) フォルダの形式には、[カレンダー]を選択し、[OK]をクリックします。
共有カレンダーが表示されます。

Microsoft Outlookのビューのカスタマイズ方法によっては、他のユーザーのカレン
ダーを開く方法がいくつかあります。詳細については、Microsoft Outlookのヘルプ
を参照してください。

（注）

ステップ 2 他の主催者のカレンダーでミーティング項目をダブルクリックします。

確認メールメッセージが表示されます。
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次の作業

ミーティングを開始するには、このメールメッセージの指示に従い、WebExサイトで自分のWebEx
主催者アカウントにログインします。

Chrome32以降またはFirefox 27以降を使用している場合は、CiscoWebExプラグインをインストー
ルするように指示するプロンプトが表示される場合があります。必要なプラグインをインストー

ルするんは、[ダウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

スケジュール済みミーティングに変更を加える
WebExとOutlookの連携を使ってスケジュールしたミーティングは、Outlookでいつでも変更でき
ます。たとえば、開始時刻の変更、新規パスワードの指定、音声会議オプションの選択などを行

うことができます。スケジュールしたミーティングを変更すると、Outlook連携は、ミーティン
グに招待した出席者に更新されたミーティング招待状を送信し、WebExサイトのミーティング情
報も更新します。

はじめる前に

• WebExサイトでWebExミーティングを編集すると、Microsoft Outlookには変更内容が表示さ
れません。必ずスケジューリングとWebExミーティングを編集の両方に同じスケジュール
インターフェースを使用してください。

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookカレンダー上で、スケジュール済みミーティングの項目を開きます。

ステップ 2 ツールバーまたは [予定]タブでミーティング情報を編集したりオプションを変更したりします。
例：

• WebExミーティングの設定を変更するには、[設定変更]をクリックします。
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•以前に設定したWebExミーティングの設定を削除するには、[WebExミーティングのキャン
セル]をクリックします。

•繰り返しパターンを追加したり変更したりするには、[繰り返し]をクリックします。

•ミーティング招待状メールのテキストを編集するには、[予定]タブで操作します。

ステップ 3 必要に応じて以下のいずれかの作業を行います:

•招待した出席者に更新したミーティングの招待状を送信し、Outlookカレンダーに更新した
ミーティングを保存するには、[更新情報の送信]をクリックします。

•更新したミーティングを Outlookカレンダーに保存するには、[保存して閉じる]をクリック
します。

ミーティングは、Microsoft OutlookカレンダーとWebExサイトの双方で更新されます。

Microsoft Outlook からミーティングに参加する

手順

ステップ 1 ミーティングアイテムをMicrosoft Outlookで開きます。

ステップ 2 [削除]を選択します。

ステップ 3 招待した出席者に通知を行うかどうかを選択してから、[OK]をクリックします。

ステップ 4 確認ボックスで [OK]をクリックします。
ミーティングはOutlookのカレンダーとWebExのサイトから削除されます。サイトからミーティ
ングが削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

Microsoft Outlook からミーティングに参加する

手順

ステップ 1 Microsoft Outlookで、Outlookカレンダーの会議詳細をクリックします。
会議番号やミーティング用パスワード（必要な場合）など、ミーティングへの参加に必要なすべ

ての情報を表示する会議通知が現れます。

ステップ 2 リンクをクリックするとミーティングに参加できます。
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次の作業

Chrome32以降またはFirefox 27以降を使用している場合は、CiscoWebExプラグインをインストー
ルするように指示するプロンプトが表示される場合があります。必要なプラグインをインストー

ルするんは、[ダウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebEx サイトからのミーティングに参加する
はじめる前に

Webexサイトからミーティングに参加するには以下の情報が必要です:

•ミーティング主催者がパスワード要件を付けてミーティングをスケジュールした場合は、パ
スワードが必要です。

手順

ステップ 1 本日のリストからミーティングを検索します。

該当する会議が見つからない場合は、[すべてのミーティング]タブを選択して、次の作
業を行います:

（注）

•検索の文字列を入力します。

•ドロップダウンリストから [招待されてるミーティング]を選択します。

• [検索]を選択します。

ステップ 2 参加したいミーティングの横にある [参加]を選択します。
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次の作業

Chrome32以降またはFirefox 27以降を使用している場合は、CiscoWebExプラグインをインストー
ルするように指示するプロンプトが表示される場合があります。必要なプラグインをインストー

ルするんは、[ダウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。
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第 8 章

ブラストダイヤルミーティングの開始また

は参加

ブラストダイヤル機能によって、ミーティング主催者は事前に決めた人のグループで、ミーティ

ングを迅速に開始できます。

• グループと参加者テンプレートのダウンロード, 67 ページ

• ブラストダイヤルミーティングの開始, 68 ページ

• ブラストダイヤルミーティングへの参加, 70 ページ

グループと参加者テンプレートのダウンロード
ブラストダイヤルグループの主催者は、提供されたリンクを使用して、グループおよび参加者テ

ンプレートをダウンロードします。完成したテンプレートを、ブラストダイヤルグループを作成

する管理者に送信します。

ブラストダイヤルグループの主催者に指定された人だけが、これらのテンプレートをダウン

ロードしたり完成したりできます。

重要

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。

ステップ 2 [マイアカウント]リンクを選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル情報]セクションで、[グループテンプレート]リンクを選択し、主催者が新し
いブラストダイヤルグループのグループ名および主催者 PINなどの全体設定を提供するのに使用
するテンプレートをダウンロードします。
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ヒント • [ルートパターン]と [コールイン番号]フィールドを空白にできます。管理者は各
ブラストダイヤルグループに他紙してルートパターンとコールイン番号を構成しま

す。

•ブラストダイヤルミーティングのオンライン部分を開始する予定がある場合、ミー
ティングのセキュリティを十分に保護するために、ミーティングパスワードを入力

します。

•大きなブラストダイヤルグループがある場合、ミーティングのエクスペリエンスを
最適にするために、[サウンドなし]を、ミーティング参加 [インジケータ]で選択
することを検討してください。

• [コール試行を制限しない]オプションは、すべて参加者がブラストダイヤルミー
ティングに参加する必要のあるインスタンスで提供されます。

•ミーティングのセキュリティを最大化するため、10桁の主催者 PINと参加者 PIN
を検討してください。

ステップ 4 [参加者テンプレート]リンクを選択し、主催者が新しいブラストダイヤルグループに関する参加
者の情報 (電子メールアドレスなど)を提供するのに使用するテンプレートをダウンロードします。
ヒント •内部参加者 (会社の電子メールアドレスを持つユーザー)の場合、ユーザーの電子

メールアドレスだけが必要です。

•内部参加者を、ブラストダイヤルミーティングを開始できる主催者にするには、
[Y]を [主催者]欄に入力します。

•各ブラストダイヤルグループに対して、少なくとも1人の内部参加者を主催者に指
定する必要があります。

•外部参加者の場合、名前、姓、電子メールアドレス、1-4の電話番号を入力しま
す。外部参加者に対し電話会議を提供しない場合、主催者がブラストダイヤルミー

ティングを開始しないとき、システムは自動的にこの参加者に発信しません。参

加者はコールイン番号をダイヤルし、参加者 PINを入力することで、ミーティン
グにコールインする必要があります。

ステップ 5 各テンプレートの上部にある指示に従って、必要な情報を記入します。

ステップ 6 完成したテンプレートを、ブラストダイヤルグループを作成する管理者に送信します。

ブラストダイヤルミーティングの開始
この機能を使用して、ユーザーの事前設定グループで迅速にミーティングを開催します。主催者

はいつでもブラストダイヤルミーティングを開始できます。主催者がコールインアクセス番号に

発信し、主催者 PINを入力した後、システムは参加者リストのメンバーに対する発信を自動的に
開始します。音声のみのブラストダイヤルミーティングの場合、ミーティングで最後の人が通話

を終了するときにミーティングが終了します。オンラインのブラストダイヤルミーティングの場

合、主催者がミーティングのオンライン部分を終了すると、ミーティングが終了します。
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ブラストダイヤルオンラインミーティングの場合、主催者はミーティングのオンライン部分を

編集または削除できず、参加者は主催者より前にミーティングに参加できません。

（注）

はじめる前に

•ブラストダイヤルミーティングを開始するには、ブラストダイヤル主催者として構成されて
いる必要があります。

•ライセンスのある主催者だけがブラストダイヤルミーティングを開始できます。

•管理者がブラストダイヤルグループを作成するとき、主催者はコールイン番号および主催者
PIN (構成されている場合)を含む電子メール通知を受け取ります。

•管理者がブラストダイヤルグループを作成するとき、参加者はコールイン番号および参加者
PIN (構成されている場合)を含む電子メール通知を受け取ります。

• [マイアカウント]ページ上の [ブラストダイヤル情報]セクションは、あなたが主催者または
参加者である各ブラストダイヤルグループのコールイン番号および PIN情報を提供します。

•主催者は進行中のブラストダイヤルミーティングにコールインして主催者PINまたは参加者
PINを入力し、ミーティングに参加できます。

主催者 PINを保護します。コールイン番号と主催者 PINを知っていれば誰でもブラストダイ
ヤルミーティングを開始または参加できます。

（注）

ブラストダイヤルミーティングの音声部分の間、電話またはモバイルデバイスのキーボード上で

以下の音声キーショートカットを入力できます。

• *1ダイヤルアウト (主催者のみ)

• *5ロックまたはロック解除 (主催者のみ)

• *6自分のミュートとミュート解除

• ##すべての参加者をミュート (主催者のみ)

• 99すべての参加者をミュート解除 (主催者のみ)

• *#参加者カウントの開始

• #7ミーティングを終了 (主催者のみ)

• ** DMTFヘルプ
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音声キーショートカットは、ブラストダイヤルミーティングの音声部分の間だけで利用できま

す。主催者がミーティングの音声部分だけを起動したとき、これらのアクションはミーティ

ングクライアントで完了する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 主催者は電子メール通知または [マイアカウント]ページに示されたコールイン番号に発信します。

ステップ 2 主催者 PINを入力します。
ミーティングが即時に開始します。システムは自動的にブラストダイヤルグループの参加者リス

トへ発信し、ミーティングのウェブ部分の URLを含む電子メール通知を送信します。

複数の主催者がブラストダイヤルグループに対して構成されている場合、最初にアクセ

ス番号を発信して主催者 PINを入力した主催者がそのミーティングの主催者になりま
す。他の主催者はシステムが生成したブラストダイヤルコールに応答することでミー

ティングに参加し、主催者 PINを入力します。

（注）

ステップ 3 （任意） 電子メール通知に含まれる URLを選択することで、ミーティングのオンライン部分を
開始します。

主催者権限のあるユーザーは誰でもミーティングのオンライン部分を開始できま

す。

（注）

ステップ 4 （任意）ミーティングのオンライン部分にアクセスするとき、必要に応じて各ミーティングのパ

スワードを入力します。このパスワードは電子メール通知に含まれています。

ブラストダイヤルミーティングへの参加
システムはブラストダイヤルミーティングに参加させるために、参加者に発信します。参加者が

発信に応答しないか、または進行中のブラストダイヤルミーティングに参加したい場合、電子メー

ル招待状にあるコールイン番号にダイヤルし、参加者 PINを入力します。

他のタイプのCiscoWebExMeetingsとは異なり、ブラストダイヤルミーティングはミーティン
グで最後の人が通話を終了するか、電話を切るまで続きます。

（注）

はじめる前に

•管理者があなたをブラストダイヤルグループの参加者リストに追加するとき、参加者はコー
ルイン番号、参加者 PIN (必要な場合)、およびミーティングパスワード (必要な場合)を含む
電子メール通知を受信します。

• [マイアカウント]ページ上の [ブラストダイヤル情報]セクションは、あなたが主催者または
参加者である各ブラストダイヤルグループのコールイン番号および PIN情報を提供します。
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•主催者 PINを持つ主催者だけがブラストダイヤルミーティングを主催できます。

•ブラストダイヤルミーティングのオンライン部分を開始できるのは主催者だけです。

主催者 PINを保護します。コールイン番号と主催者 PINを知っていれば誰でもブラストダイ
ヤルミーティングを開始または参加できます。同様に、コールイン番号と参加者 PINを知っ
ていれば誰でも進行中のブラストダイヤルミーティングに参加できます。

（注）

手順

ステップ 1 ブラストダイヤルコールに応答するとき、ミーティングに参加するには参加者PINを入力します。
あなたが主催者で、ミーティングを開始しない場合、ブラストダイヤルコールを受け取ったとき、

主催者 PINまたは参加者 PINを入力してミーティングに参加します。

ミーティングの音声に接続しています。

ステップ 2 （任意） ミーティングのオンライン部分に参加するには、電子メール通知に示されている URL
を選択します。

主催者はミーティングに参加するにはミーティングのオンライン部分を開始する必要が

あります。

（注）

ステップ 3 （任意） 必要に応じてミーティングパスワードを入力します。
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第 9 章

ミーティングの録画を管理する

サーバーで録画したミーティングは、自動的に [ミーティングの録画]ページにリストされます。

閲覧する録画はスケジュールしたミーティングに制限されていることに注意してください。特

定のミーティングの代理主催者である場合、[録画]ページの録画を閲覧できません。ミーティン
グや録画を開始したユーザーの場合でも、録画が準備できた時にシステムはメール通知を送信し

ません。スケジュールしていなかったミーティングの録画が必要な場合は、ミーティングのス

ケジューラに連絡します。

• 自分のミーティングを録画する, 73 ページ

• 記録を検索する, 74 ページ

• ミーティング記録を再生する, 74 ページ

• ミーティングの録画またはWebExネットワーク録画プレーヤーのダウンロード, 75 ページ

• ミーティング記録を共有する, 76 ページ

• ミーティング記録を削除する, 77 ページ

自分のミーティングを録画する
ミーティングに参加できなかった、または興味を持つ人とミーティングのコンテンツを共有する

最適な方法は、ミーティングを録画することです。ミーティングスケジューラでもある場合、

WebExサイトの [録画]ページで録画したミーティングのリンクを検索できます。

手順

ミーティングを録画する場合は、ミーティングウィンドウの右上にある[録画]を選択します。
録画がすぐに開始されます。自分のミーティングの終了時に録画のファイルが保存されます。録

画したファイルへのアクセスおよび管理については、関連トピックを参照してください。

自分のミーティング中に録画を停止したり再開することができます。しかしその場合

には複数のファイルが作成されます。複数のファイルが作成されることを防ぐには、

必要に応じて録画を一時停止、再開します。

（注）
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記録を検索する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [録画]タブを選択します。
[ミーティングの録画]ページに記録可能な一覧が表示されます。

ステップ 3 検索用語を入力して、[検索]を選択します。
検索結果で記録リストが更新されます。

ミーティング記録を再生する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [録画]タブを選択します。
[ミーティングの録画]ページに記録可能な一覧が表示されます。

ステップ 3 アクセスするミーティング記録を探します。

ミーティングリストが長すぎる場合は、検索用ボックスに検索語を入力して、[検索]を
選択します。

ヒント

ステップ 4 以下のいずれかの方法で記録を再生します。

•議題名を選択します。

•オプション欄のドロップダウン矢印を選択し、[再生]を選択します。

記録は別のウィンドウで起動されます。

   Cisco WebEx Meetings Server ユーザーガイドリリース 2.5
74

ミーティングの録画を管理する

記録を検索する



次の作業

Chrome 32以降または Firefox 277以降を使用している場合、Cisco WebExプラグインをインストー
ルするプロンプトが表示されることがあります。必要なプラグインをインストールするんは、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従ってください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[常にプラグインを許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

再生が自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebExミーティングを開始、またはWebEx録画を再生するために、Chrome 38以降のブラウザを
使用する場合、以下のワンタイムインストレーションを完了して、CiscoWebEx拡張機能をChrome
ブラウザに追加する必要があるかもしれません。

1 [WebExを Chromeに追加]を選択します。

2 Cisco WebEx Extensionダイアログで [フリー]を選択します。

3 [追加]を選択すると、Cisco WebEx拡張機能が Chromeブラウザに追加されます。

4 Cisco_WebEx_Add-on.exeファイルを開き、[実行]を選択します。

5 インストールが完了したら、ページが更新されます。ミーティングが自動的に開始されない場

合は、ページを最新表示します。

ミーティングの録画または WebEx ネットワーク録画プ
レーヤーのダウンロード

ローカルデバイスで再生するか、または将来参照するためにローカルで保存するために、ミーティ

ング録画をダウンロードします。

データセンターを結合するため、ミーティング録画を保存する旨の通知を受信した場合、録画

をローカル PCにダウンロードします。
（注）

7 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [録画]タブを選択します。
[ミーティングの録画]ページに記録可能な一覧が表示されます。

ステップ 3 アクセスするミーティング記録を探します。

ミーティングリストが長すぎる場合は、検索用ボックスに検索語を入力して、[検索]を
選択します。

ヒント

ステップ 4 オプション欄のドロップダウン矢印を選択し、[ダウンロード]を選択します。
Webexはダウンロードする録画ファイルを準備します。まだWebExネットワーク録画プレーヤー
をダウンロードしていない場合は、[プレーヤーのダウンロード]を選択して今すぐダウンロード
できます。

また、WebExネットワーク録画プレーヤーを Cisco WebExサイトの右上端の [ダウン
ロード]リンクからダウンロードすることもできます。

ヒント

ステップ 5 （任意） 録画をダウンロードしたら、ブラウザのダウンロード部分で録画をダブルクリックし

て、録画を開始しあす。

ステップ 6 （任意） 記録をWindows Media Video (WMV)または Adobe Flashファイル (SWF)に変換するに
は、Network Recording Playerウィンドウから、を選択します。ファイル >形式を変換および任
意の形式を選択します。 [形式変換]ダイアログのフィールドを完成させます。
元の録画では (ストリーミングまたはダウンロード)、ビデオと音声の品質は良好です (1秒あたり
24+フレーム)。録画をWMVまたは SWF形式に変換した後、音声とビデオのサンプリング数が
大幅に減少したと感じることがあります (1秒あたり 5フレーム)。

変化したファイルは、[名前を付けて保存]フィールドで指定した場所に表示されます。録画を再
生するには、.wmvまたは .swfファイルをダブルクリックします。

ミーティング記録を共有する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [録画]タブを選択します。
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[ミーティングの録画]ページに記録可能な一覧が表示されます。

ステップ 3 アクセスするミーティング記録を探します。

ミーティングリストが長すぎる場合は、検索用ボックスに検索語を入力して、[検索]を
選択します。

ヒント

ステップ 4 オプション欄のドロップダウン矢印を選択して[共有]を選択します。
[録画を共有]ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 要求された情報を入力してから [送信]を選択します。
システムはミーティング録画にアクセスする方法に関する指示を電子メールで特定のユーザーに

送信します。

システム管理者はミーティング共有を CWMSユーザーだけに限定しま
す。

（注）

ミーティング記録を削除する

手順

ステップ 1 WebExサイトにサインインします。
[ミーティング]ページが表示されます。

サインインできない場合は、ブラウザのクッキーが有効になっているか確認してくださ

い。クッキーが無効になっていると、Cisco WebExにサインインできません。
（注）

ステップ 2 [録画]タブを選択します。
ミーティングの録画ページに利用可能なミーティングの録画の一覧が表示されます。

ステップ 3 アクセスするミーティング記録を探します。

ミーティングリストが長すぎる場合は、検索用ボックスに検索語を入力して、[検索]を
選択します。

ヒント

ステップ 4 オプション欄のドロップダウン矢印を選択し、[削除]を選択します。
[録画を削除]の確認ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [OK]を選択して確認します。
記録が削除削除され、[ミーティングの録画]ページの上部に確認が表示されます。
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第 10 章

アクセシビリティ

• 音声読み上げの画像認証を使用する, 79 ページ

• スクリーンリーダーサポート, 80 ページ

• サポートされているキーボードのショートカット, 80 ページ

• 参加者リストを使用する, 82 ページ

• チャットパネルからテキストをコピーする, 82 ページ

• 入力ボックスにテキストを入力する, 83 ページ

• 共有しながらミーティングコントロールパネルにアクセスする, 84 ページ

音声読み上げの画像認証を使用する
CAPTCHAチャレンジテストでは、アカウントにアクセスするために示されたテキストをテキス
トボックスに正確に入力する必要があります。WebExは、誤ったユーザー資格情報で 6回サイン
インに失敗するか、[パスワードをお忘れですか?]リンクを選択することによりパスワードをリ
セットすると、このセキュリティ手段を提示します。画像中に表示される文字を入力する代わり

に、音声で読み上げられる文字を入力することも可能です。

システムが SSOまたは LDAP認証に設定されている場合に、音声 CAPTCHAはサポートされ
ません。

（注）

手順

ステップ 1 TabまたはShift+Tabを使用して音声認証文字を読み上げるリンクに移動してEnterを選択します。
文字が読み上げられます。

ステップ 2 読み上げられた文字をテキストボックス中に入力して Enterを選択します。

ステップ 3 文字を再度聴くには、Shift+Tabを使用して [再生]リンクに移動して Enterを選択します。

Cisco WebEx Meetings Server ユーザーガイドリリース 2.5    
79



文字を正確に入力したらWebExのサインイン処理を進めることができます。

スクリーンリーダーサポート
CiscoWebExは、ミーティングクライアントの以下の要素に対する JAWS画面読み取りソフトウェ
アをサポートします。

•アプリケーションメニューおよびドロップダウンメニュー

•共有ファイルのタイトルとタブのタイトル

•クイックスタートページのボタン、ボタンタイトル、およびツールチップ

•パネルおよびパネルトレーボタン、ボタンタイトル、およびツールチップ

•注釈パネルおよびツールバー

•ミーティングウィンドウのコンテンツエリアツールバーを共有する

• [ミーティングコントロールパネル]ボタン、ボタンタイトル、ツールのヒント

サポートされているキーボードのショートカット
Windowsオペレーティングシステムを使用する参加者で、特別なサポートが必要である、または
パワーユーザーは、キーボードショートカットを使用してミーティングウィンドウを操作できす

る。これらのショートカットのいくつかはWindows環境の標準的なものです。

から発言するには

ミーティングウィンドウをコンテンツまたはパ

ネルと切り替える

F6

•ミーティングウィンドウのコンテンツエリ
アに開くドキュメントを切り替える

•パネル内を移動する

•以下のウィンドウのタブを切り替える

•招待および催促

•基本設定

•ミーティングオプション

•参加者の権限

Ctrl+Tab
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から発言するには

•以下のパネルおよびエレメントで右クリッ
クメニューを使用する

• [参加者]パネル

• [チャット]パネル

• [ノート]パネル

• [クローズドキャプション]パネル

• [ファイル転送]ウィンドウ

•共有ホワイトボードとファイルのタ
ブ

•参加者リストとの操作

•チャットパネルからテキストをコピーする

Shift+F10

ウィンドウまたはパネルのボタン、フィール

ド、チェックボックスなどのエレメントを切り

替える

タブ

ダイアログボックス中のオプションを切り替え

る

矢印キー

任意のダイアログボックスを閉じる

[Alt+F4]を選択すると、ダイアログ
ボックスの「x」ボタンを選択するの
と同じです。

（注）

Alt+F4

•オプションボタンにチェックを入れるまた
は解除する

•入力ボックスにテキストを入力する

スペースバー

選択状態のボタンのコマンドを実行する (マウ
スクリックの代わりとなります)

参加

チャットパネルからテキストをコピーするCtrl+A

ミーティングのコントロールパネルをフルスク

リーンで表示する

Ctrl+Alt+Shift
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から発言するには

ミーティングのコントロール、パネル、通知を

非表示にする

Ctrl+Alt+Shift+H

関連トピック

アクセシビリティ, （79ページ）

参加者リストを使用する
参加者パネルには、ミーティングにおける役割に応じて参加者に作用する右クリックメニューが

あります。

•主催者またはプレゼンタの場合は、他の人をプレゼンタに任命したり、マイクの雑音が大き
い人のマイクをミュートにしたりする操作ができます。

•あなたが主催者でもプレゼンタでもない場合は、プレゼンタになるための要求を出したり、
自分のマイクをミュートにしたりできます。

手順

ステップ 1 キーボードの F6を押すと、コンテンツエリアから参加者パネルに移動します。

ステップ 2 上下の矢印キーを操作して、適切な参加者に誘導します。

ステップ 3 [Shift+F10]を選択して、特定の参加者の右クリックメニューを開きます。

ステップ 4 上下の矢印キーを操作して、利用可能なオプションを移動します。

関連トピック

アクセシビリティ, （79ページ）

チャットパネルからテキストをコピーする
チャットパネルはチャット履歴領域からテキストをコピーすることができる右クリックメニュー

を提供します。

はじめる前に

以下を行ってミーティングウィンドウの正しい部分を表示しているか確認します。

• F6を押すと、コンテンツエリアからミーティングウィンドウのパネルエリアに移動します。
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• Ctrl+Tabを押すと、チャットパネルに移動するまでパネル間を移動します。

•チャット履歴が表示されるまでTabを押します。

手順

ステップ 1 チャット履歴領域を選択して、Shift+F10を選択すれば右クリックメニューが開きます。

ステップ 2 テキストをコピー、またはすべてのテキストを選択するには上下矢印を使用します。

あるいは、Ctrl+Aを使用してすべてのチャットテキストを選択しま
す。

ヒント

テキストの一部のみを選択するには、カーソルを矢印キーで移動してShift-[矢印]を使用してテキ
ストをハイライト選択します。

関連トピック

アクセシビリティ, （79ページ）

入力ボックスにテキストを入力する
入力ボックスに入力するときは、以下の操作ができます。

手順

ステップ 1 ウィンドウに質問が表示されている場合は、タブキーを使って質問を移動します。

ステップ 2 ウィンドウにオプションが表示されている場合は、上下矢印キーを使ってオプションを移動しま

す。

ステップ 3 テキスト入力領域上にカーソルを移動し、スペースバーまたはEnterキーを使って回答を入力しま
す。

ステップ 4 Enterまたは Escを押して編集を終了します。

関連トピック

アクセシビリティ, （79ページ）
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共有しながらミーティングコントロールパネルにアクセ

スする
通常、共有中はミーティングコントロールパネルの一部は画面の上部に隠れています。共有中に

表示するには以下の操作を行います。

手順

ステップ 1 Ctrl+Alt+Shiftを入力し、パネルを表示します。
パネルが表示されたら、初期状態で [参加者]アイコンが選択状態になっています。

ステップ 2 以下の作業を行います:

から発言するには

フォーカスの変更タブ

機能を有効にする参加

ミーティングコントロールパネルから共有エリアに戻る

•ファイルを共有している場合、WebExボールを選択し、共有領域に
戻ります。

•アプリケーションを共有している場合、アプリケーションを選択して
選択状態に戻ります。

•自分のデスクトップを共有している場合、共有したいアプリケーショ
ンを選択します。

Alt+Tab

ミーティングコントロールパネルから参加者リストなどの別のオープンパネルに切り替

えるには、F6を押します。
（注）

関連トピック

アクセシビリティ, （79ページ）
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第 11 章

よく聞かれる質問

• アプリケーションおよびドキュメントの共有, 85 ページ

• ミーティングの主催、参加、および設定, 86 ページ

• Chromeと FirefoxでのWebEx Meetingへの参加とミーティングの録画の再生, 88 ページ

• モバイル端末向けの Cisco WebEx, 88 ページ

• Cisco WebExアプリケーションのダウンロード, 90 ページ

• Javaを有効にする方法, 92 ページ

• JavaScriptを有効にするには?, 94 ページ

• Windows 8: page direct error when about 30 mins no operation on page (Windows 8:エンドユーザー
のシステム要件, 96 ページ

• Mac OSの場合 :エンドユーザーのシステム要件, 98 ページ

• パフォーマンスの最適化, 99 ページ

アプリケーションおよびドキュメントの共有

「ドキュメント共有」と「アプリケーション共有」の違いは何ですか?Q.

ドキュメント共有では、出席者はドキュメントを見ることはできます。しかし、あなたはそれ

を変更することはできません。アプリケーション共有では、ドキュメントを作成するのに使っ

A.

たアプリケーションを共有します。したがって、ドキュメントを変更すると、参加者にもその

変更が見えます。アプリケーション共有ではより多くの帯域幅が使用されるため、ミーティン

グの全体的なパフォーマンスに影響する可能性があります。

どのような種類のドキュメントとアプリケーションも共有できますが、ビデオや音声をスト

リーミングさせるものは適切に表示されない場合もあります。ストリーミングのコンテンツを

共有するには、[共有] > [ウェブブラウザ]の順に選択して、画面の指示に従って、ウェブブラ
ウザ内のコンテンツを各出席者のコンピュータに表示します。多数のドキュメントまたはプレ
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ゼンテーションを同時に共有することができます。各ドキュメントまたはプレゼンテーション

は、コンテンツビューアの独自のタブに表示されます。

ドキュメント共有はそれほど多くの帯域幅を必要としないため、低速スピードでも支障なくご

利用いただけます。アプリケーション共有はより多くの帯域幅を必要とします。

注釈を含むプレゼンテーションやドキュメントを保存してオフラインで見ることは可能ですか?Q.

はい。ドキュメントまたはプレゼンテーションをデスクトップに保存し、ダブルクリックしま

す。WebExドキュメントビューアにドキュメントまたはプレゼンテーションが表示されます。
A.

Microsoft PowerPointプレゼンテーションでアニメーションおよびスライドの遷移を表示するこ
とはできますか?

Q.

はい。A.

アプリケーションを共有するときに出席者の画面に黄色の斜交平行線模様が表示されるのはな

ぜですか?
Q.

斜交平行線模様は、共有アプリケーションの上に表示されるウィンドウの陰影です。ウィンド

ウを閉じることでこの模様は消えます。

A.

外部サーバーにチャットをログ記録できますか?Q.

いいえ。A.

プレゼンテーションを複数のモニタに表示することはできますか?Q.

いいえ。一度に共有できるのは 1つのモニタのみです。A.

ミーティングでビデオを見せるために、Cisco Unified IP電話 9971でカメラを使用できますか?Q.

いいえ。多くの音声エンドポイントは、音声とビデオの接続をサポートしています。ただし、

サポートされているのは、Cisco WebEx Meetings Serverへの音声接続のみです。
A.

ミーティングの主催、参加、および設定

ミーティングを主催したりミーティングに参加したりするには、何が必要ですか?Q.

Cisco WebEx Meetingsアプリケーションをアンインストールします。初めてミーティングを開始
したりミーティングに参加したりすると、これは自動的にコンピュータにダウンロードされます。

A.

また、このアプリケーションは、WebExサイトの [ダウンロード]を選択することによって、いつ
でもダウンロードできます。
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Chrome 32以降、および Firefox 278以降は Javaをサポートしません。初めてミーティン
グを開始したり、参加しようとしたり、ミーティングの録画を再生しようとするとき

に、適切な CiscoWebExプラグインをインストールするように指示メッセージが表示さ
れます。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュ
アルの発行時点で確定していませんでした。

（注）

Microsoft Outlookからミーティングをスケジュールすることはできますか?Q.

はい。Outolookを使用して、ミーティングをスケジュールしたり、出席者を招待したり、WebEx
ミーティングを開始したりすることができます。ミーティングに招待された出席者は、各自の

Outlookカレンダーからそのミーティングに参加できます。

A.

まず、WebExサイトの [ダウンロード]ページから、Cisco WebEx生産性向上ツールをダウンロー
ドしてインストールします。

詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverユーザーガイド』の「Microsoft OutlookでWebEx
Meetingsをスケジュールする」というトピックを参照してください。

Windowsコンピュータに生産性向上ツールをインストールするには、管理者権限が必要
です。

（注）

スケジュールされている継続時間を超えると、ミーティングは自動的に終了しますか?Q.

スケジュールされている継続時間にかかわらず、ミーティングに主催者と参加者が 1人でもい
る限り、そのミーティングは最長 24時間（1440分間）継続できます。ミーティングに主催者

A.

(または指定された代理主催者)だけが含まれる場合、30分後、または主催者がミーティングを
退出するときに終了します。ただし、ブラストダイヤルミーティングは例外です。これらの

ミーティングは、ミーティングに1人でもいる場合、たとえ24時間経過しても終了しません。

機能を制限することは可能ですか?Q.

はい。システム管理者は、CiscoWebEx管理サイトから [設定] > [ミーティング]の順に選択し、
機能（チャット、ファイル転送、ファイル共有など）を有効にしたり無効にしたりすることが

できます。

A.

ミーティング [参加者]リストに 2回表示されるのはなぜでしょうか?Q.

iPhoneとデスクトップコンピュータなど、ユーザーは 2つの異なるデバイスからミーティング
に参加できます。デスクトップの [Meeting Center]を 2回開いたことにより、誤って同じミー

A.

8 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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ティングに 2回参加してしまう可能性もあります。名前は 1回だけミーティングに表示される
ため、ユーザーに余計なセッションを終了するように依頼してください。

主催者はいくつのミーティングを同時に開始できますか?Q.

主催者は 2つのミーティングを同時に開始できます。ただし、1つのライセンスだけが使用さ
れます。

A.

ブラストダイヤルミーティングを主催したいです。どうすれば良いですか?Q.

[マイアカウント] > [ブラストダイヤル情報]を選択します。ミーティングスケジュール要件に
沿ってテンプレートに記入し、管理者に連絡します。

A.

特定のブラストダイヤルミーティングに対する PINはどうすれば分かりますか?Q.

主催者および参加者の PINは、ブラストダイヤルグループが作成されるときに、電子メールを
通して、それぞれ主催者および参加者に送信されます。また、招待されたブラストダイヤルグ

A.

ループに固有の情報は、[マイアカウント] > [ブラストダイヤル情報]を選択することで、常に
アクセスできます。

ブラストダイヤルミーティングのウェブミーティングにはどのように参加しますか?Q.

ブラストダイヤルミーティングが開始したとき、すべての主催者と参加者は、ミーティングに

参加するためのリンク、ならびに関連する PINおよびパスワードを含む電子メールを受信しま
す。

A.

Chrome と Firefox での WebEx Meeting への参加とミーティ
ングの録画の再生

GoogleとMozillaのポリシーが変更したため、Chrome 32および Firefox 27から、これらのブラウ
ザを使用するとき、ユーザーは手動でWebExプラグインを有効化することで、9WebExミーティ
ングに参加するか、またはWebEx録画を再生する必要があります。詳細については、https://
support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htmを参照してください。

*このポリシーにより影響を受けるChromeとFirefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発
行時点で確定していませんでした。

モバイル端末向けの Cisco WebEx

9 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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モバイル端末にダウンロードオプションが表示されない理由Q.

管理者はこのダウンロードオプションを表示することを許可するよう、Cisco WebEx Meetings
Server管理サイトを設定していません。

A.

AndroidデバイスのWebExアプリケーションを起動するときに、安全でない接続の警告が表示
されるのはどうしてですか?

Q.

自己署名証明書でサイトにアクセスしようとしています。 [接続]を選択し、アプリケーション
の起動を続行します。

A.

どのような音声会議がサポートされていますか?Q.

インターネットまたは電話を使用した統合型WebEx音声をサポートしています。統合型WebEx
音声を使用しない場合は、手動で音声会議に電話するか、選択した番号にシステムから電話を

かけてもらうように選択する必要があります。

A.

インターネットを使用して音声会議に参加するためには、特別な要件がありますか?Q.

Android端末を使用していて、VoIPを通じて音声会議に参加したい場合は、Android SDK 2.3以上
を使用している必要があります。 SDK 2.1と 2.2の VoIPはサポートされていません。

A.

iPadで最適な音声を保証するためには、ヘッドセットの使用をお勧めしています。ヘッドセット
を使用しないと、アプリケーションがデフォルトで音声をミュートにします。自分でミュートを

解除するには、音声アイコンをタップして、[通話のミュート解除]を選択します。

インターネットを使用して音声会議に接続するには、管理者があらかじめオプションを

有効にする必要があります。 iPhoneまたは iPadを使用している場合、ヘッドセットの
使用にかかわらず、VoIPを使用して電話会議に参加した場合、デフォルトで音声が
ミュートになっています。

（注）

モバイル端末から Cisco WebExミーティングに無料で参加できますか?Q.

はい、モバイル端末用の Cisco WebEx Meetingsのダウンロード、また招待されたWebExミー
ティングへの参加は無料です。モバイルデータ接続を使用している場合、モバイル契約に基づ

A.

いて、モバイルプロバイダーからデータ接続料金が請求される場合がありますので、ご注意く

ださい。

iPadの動画解像度はどの程度ですか?Q.

A. •縦向き（3画面）でそれぞれが 90ピクセルです。

•横向き（4画面）でそれぞれが 90ピクセルです。

• 1名（発言者）のみを表示する場合は180ピクセルで
す。

•フルスクリーンでは 360ピクセルです。
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Androidの動画解像度はどの程度ですか?Q.

Android端末は、以下をサポートしています。A.

•最高 360pの入力ビデオ

•最高 180pの出力ビデオ

モバイル端末用のCiscoWebExMeetingsではどのようなビデオ機能がサポートされていますか?Q.

以下の動画機能をサポートしています。A.

•ほかの参加者に送信する前に、自分のビデオをプレビューできます。

• iPad、iPhoneおよび Androidタブレットで参加者が左右にスワイプすることですべてのビ
デオの表示を可能にするビデオウィンドウの表示。Androidスマートフォンの場合、電話
を横置きにして、ビデオストリップを表示し、左右にスワイプできます。

•参加者が発言者と共有中のコンテンツを同時に見ることができる「アクティブスピーカー」
ビュー（画像とコンテンツの同時共有は iPadのみで可能）。「アクティブスピーカー」
ピクチャー・イン・ピクチャーフレームは iPadや iPhone上であちこちに移動できますが、
Android端末では移動できません。

•参加者が発言者をフルスクリーンで、自分の画像をセルフビュー（ピクチャー・イン・ピ
クチャー）で表示するビデオ会議ビューは、iPadおよび iPhoneでサポートされています。

Cisco WebEx アプリケーションのダウンロード

[ダウンロード]ページに生産性向上ツールとWebEx Meetingsアプリケーションがありません
が、なぜですか?

Q.

管理者が [WebExアプリケーションをユーザーのデスクトップに手動でプッシュする]オプショ
ンを選択したためです。管理者は必要なWebExアプリケーションをユーザーのデスクトップ
に手動でプッシュすることを望んでいます。

A.

管理者がWebE 生産性向上ツールとWebEx Meetingsアプリケーションを私のデスクトップに
プッシュしたかどうかは、どうすれば確認できますか?

Q.

[スタート] > [すべてのプログラム] > [WebEx] > [生産性向上ツール] > [WebEx Assistant]を選択
すると、WebEx生産性向上ツールが表示されます。WebEx Meetingsアプリケーションは、コ

A.

ントロールパネル[コントロールパネル] > [プログラム] > [プログラムと機能] > [Cisco WebEx
Meetings]にあります。

コントロールパネルにWebEx Meetingsアプリケーションがないときに、Cisco WebExミーティ
ングに招待されたら、どうなりますか?

Q.
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メールの [ミーティングに参加する]リンクを選択して、表示される指示に従ってください。A.

[ダウンロード]ページにはモバイルデバイス用のWebExアプリケーションのオプションしかあ
りません。他のWebExアプリケーションが表示されていないのはなぜですか?

Q.

管理者は、必要なWebExアプリケーションをユーザーのデスクトップにサイレントにプッシュ
することを望んでいます。しかし、モバイルデバイス用のWebExアプリへのアクセスは提供
しています。

A.

管理者として、ユーザーがWebEx生産性向上ツールとWebEx Meetingsアプリケーションをダ
ウンロードするのを許可するには、システムをどのように設定したらよいですか?

Q.

適切な [ダウンロード]オプションを選択する必要があります。A.

1 Cisco WebEx Meetings Server管理サイトにサインインします。

2 [設定] > [ダウンロード]の順に選択します。

3 [ユーザーがWebExデスクトップアプリケーションをダウンロードすることを許可する]を
選択します。

4 [保存]を選択します。

管理者として、どのWebExアプリケーションをサイレントにユーザーにプッシュするかを選
択することができますか?

Q.

はい。適切な [ダウンロード]オプションを選択する必要があります。A.

1 Cisco WebEx Meetings Server管理サイトにサインインします。

2 [設定] > [ダウンロード]の順に選択します。

3 [WebExアプリケーションをユーザーのデスクトップに手動でプッシュする]を選択します。

4 [保存]を選択します。

5 ユーザーが使用できるようにするアプリケーションごとに、[ダウンロード]を選択します。

[ダウンロード]を選択すると、ハードドライブにWindowsインストーラの ZIPファイルが
保存されます。 .msiファイルは、Windowsシステムを使用しているユーザーにプッシュで
きます。

•ユーザーがミーティングに参加するには、WebEx Meetingsアプリケーションが必要で
す。

•生産性向上ツール –ユーザーが、WebExサイトにアクセスしなくても、ミーティング
をスケジュール、開始、参加できるようにし、また、Microsoft OutlookにWebEXイン
テグレーションを含めることができるようにします。

• WebExネットワーク録画プレーヤー –ユーザーはこれを使用して、ミーティングの録
画をダウンロードして変換したり、それらをオフラインで再生したりすることができ

ます。
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管理者として、モバイルデバイス用の Cisco WebEx Meetingsのダウンロードオプションが表示
されるようにするには、システムをどのように設定したらよいですか?

Q.

適切な [ダウンロード]オプションを選択する必要があります。A.

1 Cisco WebEx Meetings Server管理サイトにサインインします。

2 [設定] > [携帯]の順に選択します。

3 有効にしたいモバイルデバイスのチェックボックスを選択しま

す。

4 [保存]を選択します。

Java を有効にする方法
• コントロールパネルでJavaを有効にする

• ブラウザで Javaを有効化する（Windows）

• ブラウザ内で Javaを有効にする（Mac）

コントロールパネルでJavaを有効にする

最善のミーティング体験を保証するには、サポートされているウェブブラウザ向けの最新の Java
ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。サポートが必要な場合は、

システム管理者に問い合わせてください。

Chrome 32*以降と Firefox 27*以降は Javaをサポートしていません。上記以外のブラウザを使
用しているとき、以下の情報が適用されます10。

*このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアル
の発行時点で確定していませんでした。

（注）

1 Javaアイコンに移動して [Javaコントロールパネル]を開きます。

2 [詳細]タブを選択します。

3 [ブラウザの既定の Java]を展開します。

4 1個以上のブラウザ名のとなりのボックスにチェックを入れます。

5 [適用]を選択します。

10 *このポリシーにより影響を受ける Chromeと Firefoxの正確なバージョンは、このマニュアルの発行時点で確定していませんでした。
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ブラウザで Java を有効化する（Windows）

ブラウザのバージョンにより指示が異なる場合があります。（注）

Internet Explorer

1 [ツール] > [インターネットオプション]の順に選択します。

2 [セキュリティ]タブを選択して [カスタムレベル]を選択します。

3 [Javaアプレットのスクリプト]が有効になっていることを確認します。

4 [OK]をクリックして変更を保存します。

Firefox

1 Mozilla firefoxブラウザを起動するか、既に起動している場合は再起動します。

2 [ツール] > [オプション]の順に選択します。

3 [プラグイン]を選択します。

4 [Javaプラットフォーム（TM）]を選択します。

5 [有効にする]を選択します。

[無効にする]ボタンが表示されている場合は、既に有効に設定されています。（注）

Chrome

1 工具アイコンを選択して、[設定]を選択します。

2 [高度な設定を表示する]を選択します。

3 プライバシーまでスクロールダウンし、[コンテンツ設定] を選択します。

4 プラグイン選択までスクロールダウンし、[プラグインを個別に無効にする]を選択してJavaが
有効になっているかどうかを確認します。

5 Javaが有効になっていない場合は、[有効にする]を選択します。

[無効にする]ボタンが表示されている場合は、既に有効に設定されています。（注）

ブラウザ内で Java を有効にする（Mac）

ブラウザのバージョンにより指示が異なる場合があります。（注）

Safari
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1 [Safari] > [環境設定]の順に選択します。

2 [セキュリティ]タブを選択し、[javascriptを有効にする]をチェックします。

Firefox

1 [ツール] > [オプション]の順に選択します。

2 アドオンマネージャで、[プラグイン]を選択します。

3 Javaアプレットプラグインの [有効にする]を選択します。

[無効にする]ボタンが表示されている場合は、既に有効に設定されています。（注）

Chrome

1 工具アイコンを選択して、[設定]を選択します。

2 [高度な設定を表示する]を選択します。

3 プライバシーまでスクロールダウンし、[コンテンツ設定] を選択します。

4 プラグイン選択までスクロールダウンし、[プラグインを個別に無効にする]を選択してJavaが
有効になっているかどうかを確認します。

5 Javaが有効になっていない場合は、[有効にする]を選択します。

[無効にする]ボタンが表示されている場合は、既に有効に設定されています。（注）

JavaScript を有効にするには?
Windows

手順は、オペレーティングシステムおよびブラウザのバージョンで異なります。（注）

Internet Explorer

1 [ツール] > [インターネットオプション]の順に選択します。

2 [セキュリティ]タブを選択します。

3 [レベルのカスタマイズ]を選択します。

4 [アクティブスクリプト]が有効になっていることを確認します。

Firefox
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1 [ツール] > [オプション]の順に選択します。

2 [コンテンツ]タブを選択して [JavaScriptを有効にする]にチェックが入っていることを確認し
ます。

Chrome

1 工具アイコンを選択して、[設定]を選択します。

2 [高度な設定を表示する]を選択します。

3 プライバシーまでスクロールダウンし、[コンテンツ設定]を選択します。

4 [すべてのサイトでJavaSscriptを実行する]を選択する、または [例外管理]を選択してWebExサ
イトを許可します。

5 完了したら、[完了]を選択します。

Mac

手順は、オペレーティングシステムおよびブラウザのバージョンで異なります。（注）

Safari

1 [Safari] > [環境設定]の順に選択します。

2 [セキュリティ]タブを選択し、[Javascriptを有効にする]をチェックします。

Firefox

1 [Firefox] > [環境設定]の順に選択します。

2 [コンテンツ]タブを選択して [JavaScriptを有効にする]にチェックが入っていることを確認し
ます。

Chrome

1 工具アイコンを選択して、[設定]を選択します。

2 [高度な設定を表示する]を選択します。

3 プライバシーまでスクロールダウンし、[コンテンツ設定]を選択します。

4 [すべてのサイトでJavaSscriptを実行する]を選択する、または [例外管理]を選択してWebExサ
イトを許可します。

5 完了したら、[完了]を選択します。
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Windows 8: ページで30分操作が行われない場合のエラー

表示 (Windows 8: エンドユーザーのシステム要件
• 対応する Windows オペレーティングシステム

• Windows ハードウェアの最低必要要件

• テストされた Windows ブラウザ

• Microsoft Outlook インテグレーション

• サポートされているインスタントメッセンジャークライアント

• Windows インテグレーション用 Cisco Jabber

Windowsオペレーティングシステムでのエンドユーザーのシステム要件はどのようなものです

か?
Q.

のオプションを選択します。A.

対応する Windows オペレーティングシステム

• Windows Vista（32 ビット/64 ビット）

• Windows 7（32 ビット/64 ビット）

• Windows 8（32 ビット/64 ビット）

• Windows 8.1（32 ビット/64 ビット）

Windows ハードウェアの最低必要要件

Intel Core2 Duo または AMD CPU 2.XX GHz 以降のプロセッサ

最低でも 2 GB 以上の RAM を推奨します。

テストされた Windows ブラウザ

• Internet Explorer： 8 ～ 11（32 ビット/64 ビット）

IE 11 は Windows 7 SP1 と Windows 8.1 のみでテストされました（注）

• Mozilla Firefox： 10 - 32

• Google Chrome： 23 - 37
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Microsoft Outlook インテグレーション

• Microsoft Outlook 2007 SP2以降

• Microsoft Outlook 2010（32ビットおよび64ビット版のすべてのサービスパック）

• Microsoft Outlook 2013

下表はMicrosoftOutlookのどのバージョンがどのバージョンのオペレーティングシステムでサポー
トされているかを示します。

Windows 8（デス
クトップモードの

み）

Windows 7VistaWindows XP SP3Microsoft Outlook
のバージョン（ク

ライアン

ト/Exchange サー
バー）

いいえはいはいはいOutlook 2007/
Exchange 2007

はいはいはいはいOutlook 2010（32
ビット）/
Exchange 2007

はいはいはいはいOutlook 2010（32
ビット）/
Exchange 2010

はいはいはいはいOutlook 2010（64
ビット）/
Exchange 2007

はいはいはいはいOutlook 2010（64
ビット）/
Exchange 2010

はいはいいいえいいえOutlook 2013/
Exchange 2010

はいはいいいえいいえOutlook 2010/
Exchange 365
Hosted

はいはいいいえいいえOutlook 2013/
Exchange 2013

はいはいいいえいいえOutlook 2013/
Exchange 365
Hosted

サポートされているインスタントメッセンジャークライアント

• Lync 2010（32ビット版）
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• Lync 2013（32ビット版）

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

以下の表は、どのオペレーティングシステムでどのバージョンのインスタントメッセンジャーク

ライアントがサポートされているのかを示します。

Windows 8Windows 7Windows XP SP3インスタントメッセン

ジャーのバージョン

はいはいはいCommunicator 2007

はいはいはいCommunicator 2007 R2

はいはいいいえLync 2010（32ビット
版）

はいはいいいえLync 2013（32ビット
版）

Windows インテグレーション用 Cisco Jabber

• Cisco Jabber for Windows 9.2.6

• Cisco Jabber for Windows 9.6.1

• Cisco Jabber for Windows 9.7

• Cisco Jabber for Windows 10.5

• Cisco WebEx Meetings Serverシステムと LDAP/アクティブディレクトリとの統合をサポート
しています。

Windows 9.2.6の Jabberは、Cisco WebEx Meetings Server 1.5およびそれ以降の SAML 2.0シン
グルサインオン（SSO）に構成されるサイトとの統合をサポートします。Windowsの Jabber
のそれ以前のバージョンは、シングルサインオンをサポートしません。

制約事項

すべての Cisco Jabberバージョンまたはプラットフォームは、Cisco WebEx Meetings Serverとの統
合をサポートしているとは限りません。 (たとえば、クラウドベースの JabberおよびWebEx
Communicator。)CiscoWebExMeetingsServerとの統合に関する情報については、http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12511/tsd_products_support_series_home.htmlで Cisco Jabber for Windowsドキュメ
ントを参照してください。

Mac OS の場合 : エンドユーザーのシステム要件
• 対応Mac OS
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• テストされたMacブラウザ

Macオペレーティングシステムでのエンドユーザーのシステム要件はどのようなものですか?Q.

のオプションを選択します。A.

対応 Mac OS

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion

• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

• Mac OS X 10.9 Mavericks

テストされた Mac ブラウザ

• Mozilla Firefox： 10 - 32

• Apple Safari: 6と 7

• Google Chrome： 23 - 37

パフォーマンスの最適化

パフォーマンスを最適化するにはどうしたらよいですか?Q.

パフォーマンスには次に示すような要因が影響します。A.

•インターネット接続の速度

•あなたと Cisco WebEx Meetings Serverとの間のインターネットトラフィック

•ネットワーク上のファイアーウォールおよびプロキシサーバーのパフォーマンス

パフォーマンスを向上するには：

•できる限り高速なインターネットに接続する

•アプリケーションやデスクトップ共有の代わりにドキュメント（プレゼンテーション）共
有を使用する

•画像を多く含まないドキュメントを共有する
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第 12 章

トラブルシューティング

• 参加者リストに同じユーザーが複数の参加しているよう表示する, 102 ページ

• サポートされていないInternet Explorerブラウザ, 102 ページ

• 「404ページが見つかりません」エラーが発生する, 103 ページ

• ミーティングの開始または参加ができない, 103 ページ

• SSOは iOS端末では機能しない, 105 ページ

• ミーティングクライアントがロードされない, 105 ページ

• Adobe Readerが自動的に起動します, 107 ページ

• 生産性向上ツールの不正確なバージョンがコントロールパネルに表示されます, 107 ページ

• エラーメッセージ：主催者アクセスコードと主催者 PINの組み合わせが正しくありません,
108 ページ

• エラーメッセージ：参加者アクセスコードが正しくありません, 108 ページ

• エラーメッセージ：リクエストの処理で問題が発生しました。, 109 ページ

• アクセスコード再生時にエラーメッセージ, 109 ページ

• パーソナル電話会議番号アカウントを削除するときのエラー, 109 ページ

• 招待者がリマインダ用の電子メールメッセージを受信しません, 110 ページ

• パーソナル電話会議に参加できない, 110 ページ

• WebEx生産性向上ツールをインストールできない, 110 ページ

• 「自分の情報を記憶する」機能が作用しない, 110 ページ

• ミーティングを録画できない, 111 ページ

• ミーティング録画を再生できません, 111 ページ

• ミーティング中に音声またはビデオに関する問題が発生する, 111 ページ

• 非アクティブ化されたユーザーがスケジュールしたミーティングの削除, 113 ページ
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• ウェブのプレゼンテーションが停止します, 113 ページ

• ファイルにアクセスできません, 113 ページ

参加者リストに同じユーザーが複数の参加しているよう

表示する
考えられる原因 これは、同じユーザーが複数のデバイスからミーティングにサインインする

と発生することがあります。たとえば、職場へ向かう前に自宅からミーティングに参加した

いとします。その後、通勤途中の車中で iPhoneを使用してミーティングに参加し、職場に着
いてからはコンピュータから再度ミーティングに参加するとします。新しいデバイスを使っ

てミーティングに参加する前に、以前のセッションを終了させるのを忘れた場合、このユー

ザーは同じミーティングで 3回表示されることになります。

解決法 参加者は、異なるデバイスを使用してミーティングに参加する前に、各セッションを終了

させる必要があります。同じユーザーが複数のセッションを維持すると、WebExシステムの容量
に影響を及ぼします。

サポートされていないInternet Explorerブラウザ
問題 サポートされているはずのMicrosoft Internet Explorer 8を使用しているのに、ブラウザのバー
ジョンがサポートされていないというエラーメッセージが表示される。

考えられる原因 ブラウザが、Internet Explorer 7のロジックを効果的に使用する互換表示モード
になっている。

解決法 互換表示モードをオフにしてください。

1 Internet Explorerブラウザウィンドウを開きます。

2 [ツール] > [互換表示設定]の順に選択します。

3 以下を確認します。

•互換表示に追加したウェブサイトのリストにWebExサイトが表示されていない。

• [イントラネットサイトを互換表示で表示する]チェックボックスがオンになっていない。

• [すべてのウェブサイトを互換表示で表示する]チェックボックスがオンになっていない。

4 [閉じる]を選択します。
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「404 ページが見つかりません」エラーが発生する
問題 Microsoft Windowsを稼動しているデバイスからミーティングにサインインまたは参加しよ
うとすると、「404ページが見つかりません」というエラーまたは接続の問題が生じる。

解決法 次のチェックリストを使用して、データの送受信に対してデバイスが適切にセットアップ

されていることを確認してください。

•ネットワーク接続を確認する。

•別のコンピュータを使用してみる。

•サポートされているブラウザを使用する。CiscoWebExミーティングに Internet Explorerを使
用しない場合でも、コンピュータにインストールされている IEのバージョンが8以上である
ことを確認してください。

• [コントロールパネル] > [インターネットオプション]にアクセスして、TLS 1.0、TLS 1.2、お
よび SSL 3.0をオンにする。 [詳細]タブを選択します。チェックボックスのリストが表示さ
れます。リストをスクロールし、[セキュリティ]グループを探します。 [セキュリティ]で、
[TLS 1.0を使用する]、[TLS 1.2を使用する]、および [SSL 3.0を使用する]のチェックボック
スがオンになっていることを確認してください。

ミーティングの開始または参加ができない
考えられる原因 Firefox 27以降または Chrome 32以降を使用していて、Cisco WebEx Meetings
プラグインが必要です。

解決法 CiscoWebExプラグインをインストールするように指示メッセージが表示された場合、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従って必要なプラグインをインストールしてください。

プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

WebExミーティングを開始、またはWebEx録画を再生するために、Chrome 38以降のブラウザを
使用する場合、以下のワンタイムインストレーションを完了して、CiscoWebEx拡張機能をChrome
ブラウザに追加する必要があるかもしれません。

1 [WebExを Chromeに追加]を選択します。
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2 Cisco WebEx Extensionダイアログで [フリー]を選択します。

3 [追加]を選択すると、Cisco WebEx拡張機能が Chromeブラウザに追加されます。

4 Cisco_WebEx_Add-on.exeファイルを開き、[実行]を選択します。

5 インストールが完了したら、ページが更新されます。ミーティングが自動的に開始されない場

合は、ページを最新表示します。

考えられる原因 Firefoxまたは Chrome以外のブラウザを使用している場合、コンピュータに
Javaがインストールされていない恐れがあります。

解決法 http://www.java.comに移動して、Java 1.6.034以降、または Java 1.7.06以降をインストール
します。

考えられる原因

•コンピュータに Internet Explorer (IE) 8または 9がインストールされていない。 IEを使用
する、またはWebExミーティングに参加するかどうかに関わらず、コンピュータには、
バージョン 8以上の Internet Explorerがインストールされている必要があります。

•システム管理者が暗号化モードをオンにしたが、ブラウザが暗号化データを処理するよ
うにセットアップされていない。

解決法 ブラウザを適切にセットアップします。 [コントロールパネル] > [インターネットオプ
ション]の順に選択して、[詳細設定]タブを選択し、[TLS 1.0]、[TLS 1.2]、および [SSL 3.0]を選択
されていることを確認します。詳細については、「404ページが見つかりません」エラーが発生
する, （103ページ）を参照してください。

考えられる原因 Google Chromeフレームで Internet Explorerを使用しています。

解決法 Google Chrome Frameを持つ Internet Explorerはサポートされていません。このリリースの
Cisco WebEx Meetings Serverで機能することがテスト済みの別のブラウザを使用してください。
この「Cisco WebEx Meetings Server FAQ」でテスト済みのブラウザのリストを見つけることができ
ます。 http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html。

考えられる原因 WebExミーティングに参加しようとしているときに「Javaが機能していませ
ん」というメッセージを確認した場合、Java SERuntimeEnvironment（JRE）は Java SE 7Update
51またはそれ以降にアップデートする必要があります。

解決法 表示されているメッセージダイアログで、[ここをクリック]を選択して、コンピュータに
Javaがインストールされているかどうか判別します。 Javaがインストールされている場合、ブラ
ウザを閉じて、WebExミーティングに再度参加します。 Javaがコンピュータにインストールされ
ていない、もしくは「Javaが機能していません」というメッセージが再度表示される場合、次の
手順を完了して最新バージョンをダウンロードします。

1 表示されているメッセージダイアログで、[Javaのダウンロードとインストール]を選択しま
す。このウィンドウは http://www.java.com/en/download/manual.jspを表示します。

2 コンピュータに適切なダウンロードリンクを選択します。
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3 ブラウザを閉じます。

4 新しいブラウザを開き、WebExミーティングに参加します。

考えられる原因 WebExミーティングに参加する時にセキュリティ警告メッセージが表示され
る場合、WebExサイト URLを [Javaのセキュリティ]ページの例外サイトリストに追加しま
す。

解決法 [Javaのセキュリティ]ページのWebExサイト URLを例外サイトリストを追加する方法:

1 [スタート] > [コントロールパネル] > [Java]を選択します。.

2 [Javaコントロールパネル]ウィンドウで [セキュリティ]を選択します。
3 [サイトリストの編集]を選択します。
4 [例外サイトリスト]セクションで、WebExサイト URLを入力し、[OK]を選択します。
5 ブラウザを閉じます。

6 新しいブラウザを開き、WebExミーティングに参加します。

SSO は iOS 端末では機能しない
問題 シングルサインオンは iOS端末では機能しません。

考えられる原因 Apple iOS 6.xには既知の問題があります。Safari 6ウェブブラウザを使用して
いる iPad/iPhoneの内部ユーザーでは、シングルサインオン (SSO)が機能しません。これは
iOS 7で修正された Appleが認めている欠陥です。 Safariバグ IDは 13484525です。

解決法 別のウェブブラウザを使用してください。Macオペレーティングシステムの対応するブ
ラウザの一覧は、『Cisco WebEx Meetings Serverプラニングガイドとシステム要件』の「オペレー
ティングシステムとブラウザの要件」を参照してください。

ミーティングクライアントがロードされない
問題 ミーティングクライアントがロードされないため、ミーティングに参加できません。

考えられる原因 Firefoxまたは Chromeを使用していて、Cisco WebEx Meetingsプラグインを必
要としています。

解決法 CiscoWebExプラグインをインストールするように指示メッセージが表示された場合、[ダ
ウンロード]を選択し、指示に従って必要なプラグインをインストールしてください。
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プラグインをインストールしたら、それを有効にする必要がある場合があります。（注）

• Chromeを使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグインアイコンを選択し、
[プラグインを常に許可する…]オプションをチェックし、[完了]を選択します。

• Firefoxを使用している場合は、URLの先頭（https:の前）に表示されるプラグインアイコ
ンを選択し、 [常に許可する]を選択します。

ミーティングが自動的に開始されない場合は、ページを最新表示します。

考えられる原因 プライベートCAまたは自己署名サーバー証明書を使用していることが原因で
ある可能性があります。

解決法 ミーティングに参加する前に、対応するルート証明書をコンピュータにロードしてくださ

い。

Macを使用している場合の詳しい手順は、以下の通りです:

1 [アプリケーション] > [ユーティリティ] > [キーチェーンアクセス]を選択して、キーチェーン
アプリケーションを開きます。

2 左の列の [キーチェーン]で、[ログイン]が選択されていることを確認します。

3 右の列で、信頼されていない証明書をダブルクリックして、その情報を変更できるようにしま

す。

証明書の隣には xのアイコンが表示されます。（注）

4 証明書ウィンドウで、以下の手順に従います:

1 [信頼]セクションを展開して、このセクションのパラメータを確認できるようにします。

2 この証明書を使用する時については、[常に信頼]を選択します。

3 自分のシステムのアカウントとパスワード情報を入力します。

4 [変更を保存]を選択します。

証明書の隣のアイコンは xから +に変更されます。

Windowsで Internet Explorerを使用している場合の詳しい手順は、以下の通りです:

1 Internet Explorerブラウザで Cisco WebEx Meetings Serverサイトを開きます。

2 [このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）]を選択します。

3 ブラウザのアドレスバーの隣にある [証明書のエラー]ボタンをクリックします。

4 [証明書の表示]を選択します。.
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5 [証明書]ウィンドウで、[証明書のインストール]を選択し、[証明書のインポートウィザード]
で以下の手順を実行します:

a ウェルカムページで [次へ]をクリックします。

b [証明書をすべて次のストアに配置する]を選択して、[参照]をクリックします。

c [証明書ストアの選択]で、[信頼されたルート証明書機関]を選択し、[OK]をクリックしま
す。

d [次へ]を選択し、[完了]を選択して証明書をインポートします。

e [セキュリティ警告]ウィンドウで、[はい]を選択して証明書をインストールします。

f [OK]を選択してウィザードを終了します。

6 [OK]を選択して [証明書]ウィンドウを閉じます。

7 Internet Explorerを再起動して、CiscoWebExMeetings Serverサイトにもう一度アクセスします。

Adobe Reader が自動的に起動します
問題 PDFファイルが共有されると、Adobe Readerが主催者のコンピュータで自動的に起動しま
す。

解決法 これは予期された動作です。手動で Adobe Readerを終了し、ドキュメントの共有に進み
ます。

生産性向上ツールの不正確なバージョンがコントロール

パネルに表示されます
問題 WebEx Assistantの [WebEx生産性向上ツールのバージョン情報]に表示される Cisco WebEx
生産性向上ツールのバージョンは、Microsoft Windowsコントロールパネルの [プログラムと機能]
に表示されるバージョンより新しいバージョンを示します。

考えられる原因 管理者が管理サイトで、新しいバージョンが利用可能になったときにWebEx
生産性向上ツールを自動でアップデートするオプションを選択しました。

解決法 管理者がWebEx生産性向上ツールを自動でアップデートするオプションを選択するとき、
システムはユーザーに対し、WebEx生産性向上ツールの新しいバージョンが利用可能になったと
き、アップデートをインストールするように指示します。インストール完了後、Windowsコント
ロールパネルの [プログラムと機能]に表示されるWebEx生産性向上ツールのバージョンは、古い
バージョン番号を示します。これは既知の制限であり、今後のリリースで修正される予定です。
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エラーメッセージ：主催者アクセスコードと主催者 PIN
の組み合わせが正しくありません

問題 パーソナル会議ミーティングにダイヤルインしたとき、またはコンピュータでヘッドセット

を使用しているため、パーソナル会議ミーティングのオンラインの部分に接続しようとしたとき、

主催者アクセスコードと主催者 PINの組み合わせが正しくないというエラーメッセージが出まし
た。

解決法 主催者 PINと主催者アクセスコードをチェックしてから、WebExサイトにサインインで
きることを確認します。

• [マイアカウント]ページに移動し、[パーソナル会議]（[マイ音声接続オプション]セクショ
ン）を選択します。正しい主催者PINと、パーソナル会議アカウント用に生成した主催者ア
クセスコード（ミーティングをスケジュールしたときに使用したのと同じもの）を使用して

いることを確認します。ミーティングをスケジュールした後で、アカウント用にアクセス

コードを再生成した場合には、古い主催者アクセスコードは使用できません。

• WebExサイトにサインインできるかどうかチェックしてください。ユーザーアカウントが、
意図せず無効にされている可能性があるからです。WebExサイトにサインインでき、正し
い主催者アクセスコードと主催者 PINを使用している場合には、現在のミーティングを削除
して、新しいパーソナル会議ミーティングをスケジュールするのが良いでしょう。

エラーメッセージ：参加者アクセスコードが正しくあり

ません
問題 招待者として、パーソナル会議ミーティングにダイヤルインしたとき、またはコンピュータ

でヘッドセットを使用しているため、パーソナル会議ミーティングのオンラインの部分に接続し

ようとしたとき、入力した参加者アクセスコードが正しくないというエラーメッセージが出まし

た。

解決法 メールの招待状を表示して、正しい参加者アクセスコードを入力したことを確認してくだ

さい。メールの招待状に表示されているとおりの参加者アクセスコードを入力していた場合に

は、ミーティングの主催者に問い合わせて、主催者がミーティングをスケジュールした後でコー

ドを変更していなかったかどうかを確認してください。主催者がミーティングのスケジュール後

にアクセスコードを再生成していた場合には、主催者は、現在のミーティングをキャンセルして、

新しいパーソナル会議ミーティングをスケジュールする必要があるかもしれません。
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エラーメッセージ：リクエストの処理で問題が発生しま

した。
問題 パーソナル会議アカウントを追加または削除しようとしたとき、またはパーソナル会議のア

クセスコードを再生成しようとしたときに、次のようなエラーが出ました。「リクエスト処理中

に不具合が発生しました。少し待ってから再度お試しください。

考えられる原因 ネットワークに問題があるか、バックエンド接続に失敗した可能性がありま

す。

解決法 数分間待ってから、アカウントの追加または削除、またはアクセスコードの再生成を再試

行してください。パスワードを忘れた場合は、管理者にお問い合わせください。

アクセスコード再生時にエラーメッセージ
問題 パーソナル会議アカウントのアクセスコードを再生成しようとしましたが、エラーメッセー

ジが出ました。

解決法 パーソナル会議ミーティングを主催しており、ミーティングが進行中である場合には、

ミーティングが終了するのを待ってから、再試行してください。パーソナル会議ミーティングが

進行中ではないのに、システムでアカウントのアクセスコードを再生成できない場合には、ネッ

トワークの問題が存在する可能性があります。管理者にお問い合わせください。

パーソナル電話会議番号アカウントを削除するときのエ

ラー
問題 パーソナル会議アカウントを削除しようとしましたが、エラーメッセージが出ました。

解決法 パーソナル会議ミーティングを主催し、ミーティングが進行中の場合、ミーティングが終

了するまで待ち、再試行してください。進行中のパーソナル会議ミーティングが無く、システム

がアカウントを削除しない場合、ネットワークに問題が発生している可能性があります。管理者

にお問い合わせください。
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招待者がリマインダ用の電子メールメッセージを受信し

ません
問題 ミーティングの主催者として、電話機のボタンの*7を押しましたが、招待者は、パーソナ
ル会議ミーティングについてのリマインダメールメッセージに返信しません。

解決法 *7機能は、パーソナル会議ミーティングをスケジュールして、[WebExミーティングのス
ケジュール]ページの [対象]フィールドに招待者を含めていた場合にのみ、機能します。WebEx
サイトまたはWebEx Assistantを使用してでパーソナル会議ミーティングをスケジュールしていな
かった場合、*7機能を使用しても招待者にリマインダメールメッセージは送信されません。

パーソナル電話会議に参加できない
問題 パーソナル会議ミーティングにダイヤルインして、ミーティング番号を入力しましたが、

ミーティングに接続できません。

考えられる原因 パーソナル会議ミーティングにアクセスするには、電話から、参加者アクセ

スコードまたはミーティング番号を入力するよう要求されても、参加者アクセスコードのみを

入力する必要があります。ミーティング番号は、WebEx音声通話で使用するものです。

解決法 電話を切ってから、パーソナル会議ミーティングへのダイヤルインを再試行してくださ

い。ただし、参加者アクセスコードを入力してください。

WebEx 生産性向上ツールをインストールできない
考えられる原因 コンピュータには、インストールに適した権限が与えられていません。

解決法 詳細については管理者までお問い合わせください。

「自分の情報を記憶する」機能が作用しない
問題 サインオンページで [記憶する]を選択しましたが、サインインのときに情報を入力するよ
う促される。

考えられる原因 ブラウザのクッキーが無効になっている可能性があります。

解決法 まず、対応ブラウザを使用しているか確認してください。 FAQのリストは http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.htmlにあります。ブラウザのクッ
キーを有効にします。これの実行において支援が必要な場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。
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ミーティングを録画できない
問題 [記録]ボタンがグレー表示されているため、WebExミーティングを録画できない。

考えられる原因

• Apple iPhoneまたは iPadを使用してWebExミーティングがスケジュールされた。

• Apple iPhoneまたは iPadを使用してWebExミーティングが開始された。

解決法

•記録できなくても、ミーティングを続行してください。ビデオ、音声、およびデスクトップ
共有の機能は正常に動作するはずです。

•参加者全員にWebExミーティングを退席するよう指示した後でこのミーティングをキャン
セルし、コンピュータを使用して代わりのミーティングをスケジュールする。その後、コン

ピュータから新しいミーティングを開始し、[記録]ボタンを選択してミーティングの録画を
開始する。

コンピュータを使用してWebExミーティングをスケジュールおよび開始した場合は、招待さ
れた人がモバイルデバイスを使ってミーティングに参加しても、ミーティングを録音できま

す。

（注）

ミーティング録画を再生できません
問題 WebExミーティング録画へのリンクを持つ電子メールメッセージを受信するとき、録画を
再生するためのリンクを選択しましたが、エラーメッセージを受信します。

考えられる原因 管理者が選択した構成設定によって、ユーザーはミーティング録画を再生す

るにはWebExサイトにサインインする必要があります。

解決法 WebExサイトにサインインします。その後、受信したWebExミーティング録画電子メー
ルにある録画へのリンクを選択します。

ミーティング中に音声またはビデオに関する問題が発生

する
問題 バックグラウンドノイズまたは騒音が聞こえる。
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考えられる原因 ネットワーク帯域幅の問題がデバイスで生じている可能性がある。

解決法 3Gになっている場合は、Wi-Fiに切り替えてみてください。

問題 スピーカーから聞こえない。

考えられる原因 ヘッドセットのマイクロフォンまたはスピーカーの設定が適切に調整されて

いない可能性がある。

解決法 ヘッドセットを使用している場合には、ヘッドセットの設定を調整する方法についてマ

イクとスピーカー設定の微調整, （19ページ）を参照してください。

問題 ビデオを使用している場合に、音声の大幅な遅延が生じる。

考えられる原因他のアプリケーションによってシステムリソースが大量に使用されている（大

きなファイルのダウンロード時など）。

解決法 大きいファイルをダウンロードしている場合は、ダウンロードジョブをキャンセルし、

ミーティング後にそのダウンロードを再開することをお勧めします。

問題 スピーカーから声がエコーして聞こえる。

考えられる原因 イヤホン付きのデバイスの場合は、スピーカーではなくイヤホンから音声が

出ている可能性がある。

解決法 音声の質を高くするために、ヘッドセットをプラグインしてください。

問題 他の参加者のビデオがロードしなかったり停止したりする。

考えられる原因 デバイスに十分なメモリがない可能性がある。

解決法 コンピュータを使用している場合は、少なくとも 2 GBの RAMが必要です。

問題 ビデオを送信できない。

考えられる原因 ビデオを送信できない場合は、デバイスのカメラが別のアプリケーションに

よって使用されている可能性がある。

解決法 バックグラウンドで他のアプリケーションが実行されている場合は、閉じることをお勧め

します。

問題 Bluetoothヘッドセットから音声が聞こえない。

考えられる原因 モバイルデバイスのプラットフォームによってはサポートされていないBluetooth
ヘッドセットがある。

解決法 ヘルプが必要な場合は、管理者に連絡してください。
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非アクティブ化されたユーザーがスケジュールしたミー

ティングの削除
問題 すでの組織に属していないユーザーがスケジュールしたミーティングがカレンダーに表示さ

れています。

考えられる原因 ユーザーが組織を抜けるとき、Cisco WebExシステムによって非アクティブ化
されます。ミーティングスケジューラは、自身のミーティングを取り消せるユーザーだけな

ので、非アクティブ化される前にスケジュールされたミーティングはシステムに残り、取り消

せません。

解決法 カレンダーからミーティングのエントリーを手動で削除してください。

ウェブのプレゼンテーションが停止します
問題 ウェブ会議中に内容を共有するためにデュアルモニターを使用しています。画面の 1つで
フルスクリーンモードでウェブカメラを起動すると、プレゼンテーションが他の画面上で自動的

に停止し、参加者はプレゼンテーションでの変更を見ることができません。

考えられる原因 ウェブ会議中に内容も提示している間、Cisco WebEx Meetingsはフルスクリー
ンモードのビデオに対応しません。

解決法 ビデオを最小化して、プレゼンテーションを再開してください。

ファイルにアクセスできません
問題 ヘルプコンテンツへのリンクが動作しないようです。

考えられる原因 接続の問題が原因である可能性があります。

解決法 リンクを別のウェブブラウザから開いてみてください。それでもリンクを開けない場合

には、内部ネットワークの外にあるインターネットサイトにアクセスできるかどうかを確認して

ください。ネットワークが内部サイトに制限されている場合には、管理者に依頼して、組織内の

Cisco WebExヘルプコンテンツへのカスタマイズされたリンクを定義してもらってください。
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