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第 1 章

イベントの開始、編集、取り消し

手順

• イベントのスケジュール、編集、キャンセルと開始, 1 ページ

• イベントのスケジューリング, 1 ページ

• イベントの開始、編集、取り消し, 3 ページ

• セキュリティ機能, 4 ページ

• イベント後アンケートを作成してイベントに追加する, 4 ページ

• 出席者リストに会社名と潜在顧客の評価を表示する, 5 ページ

イベントのスケジュール、編集、キャンセルと開始
イベントをスケジュール、開始、編集、またはキャンセルするには、ウェブサイトの主催者アカ

ウントを持っている必要があります。

イベントのスケジューリング
イベントのスケジューリングの前に [イベントのスケジューリング]ページの一部を完了すると便
利です。詳細は [イベントの計画]を参照してください。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから、[イベントの開催 >イベントをスケジュール]を選択します。

ステップ 3 次のスケジューリング情報を完了します:
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基本情報セクション

•公開イベントは Event Centerウェブサイトで表示され、誰でも見ることができます。非公開
イベントは招待されている参加者だけが見ることができます。

•登録を使えば、あなたのイベントに出席する予定のユーザーの情報を確認することができま
す。

•プログラムを使えば、特定のプロジェクト、製品、または受講生でイベントをグループ化す
ることができます。

•マイWebExでレポートを生成することで、イベントに関する情報を確認できます。イベン
ト終了時にイベントを削除しても生成は可能です。

•イベントパスワードを入力する際にスペースや二重引用符 (“”)が含まれていないことを確認
してください。

• eコマース機能が有効な場合、[イベント費]ボックスにイベントの参加料金を入力することで
参加者の支払いを要求することができます。

•プロモーションコード機能が有効でかつイベント料金の割引を提供する場合、出席者にプロ
モーションコードが提供されることを確認してください。

•サイト管理者の設定によって、トラッキングコードの指定は任意であったり必須になること
もあります。

サイト管理者により、自分のユーザープロファイルにも同じトラッキングコードオプ

ションが表示されるように設定されている場合、ユーザープロファイルを編集してト

ラッキングコードを指定することができます。ここで指定したトラッキングコードは、

自動的に [イベントをスケジュール]ページに表示されます。

ヒント

日時セクション

• [イベントのタイムゾーンを計画]を選択して、異なるタイムゾーンにいる参加者にとって適
切な時間を選択します。

•推定継続時間を指定するのは、自分の予定や計画を立てやすくするためだけです。ここで指
定した時間が経過しても、イベントが自動的に終了することはありません。

イベントの説明とオプションのセクション

• UCFの自動再生オプション:イベント中のイベント資料のアップロード作業を排除するため、
イベント開始前に事前にアップロードしておくと便利です。イベント資料を追加するには、

まず、 Event Centerウェブサイトの [マイWebEx]セクションの個人用フォルダに資料をアッ
プロードしておく必要があります。

•イベントの説明をHTML (ハイパーテキストマークアップ言語)コードで書式設定することが
できます。ウェブページ作成プログラムを使用する場合、そのプログラムで書式設定済みの

イベント説明を作成し、そこからHTMLコードをコピーして、[説明]ボックスに貼り付ける
ことができます。

•イベント後の誘導先 URLはイベント終了時に表示されます。

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
2

イベントの開始、編集、取り消し

イベントのスケジューリング



•大量の出席者が参加するイベントで出席者リストが見れるユーザーは、[主催者、プレゼン
タ、およびパネリストのみ]を選択してパフォーマンスを改善します。

•ビデオ機能は、サイト管理者がオンにしている場合に限り、利用できます。

出席者と登録のセクション

•参加者に対し、イベント参加前にシングルサインオン認証でログインすることを要求し、か
つイベントを招待者のみに制限すると、登録オプションが利用できなくなります。

•必要な登録 IDで [はい]を選択すると、各出席者は登録要求が承認されると、一意な登録 ID
を受け取ります。このオプションを使えばあなたのイベントでより多くのセキュリティ機能

を追加できます。

•登録要求の承認を求める場合、登録の自動承認および自動却下を行うための承認ルールを設
定することができます。

メールメッセージのセクション

• iCalendarの添付を加えるを使えば、招待済み参加者がスケジュール済みイベントをMicrosoft
Outlookなどのカレンダープログラムに追加することができます。

ステップ 4 (オプション)同じ情報を再び使用する場合は、[テンプレートとして保存]を選択します。

ステップ 5 イベントの詳細の指定が済んだら、[このイベントをスケジュールする]を選択します。

ステップ 6 [イベントメールを送信]ページで、招待メールの宛先を選択し、[今すぐ送信]をクリックします。
[後で送信]を選択すると、[イベント情報]ページが表示されます。このページで、後からイベン
ト情報の更新を知らせるメールを送信できます。

ステップ 7 表示されたメッセージに対して、[OK]と [続ける]を選択します。
[イベント情報]ページが表示されます。また、設定したイベントに関する情報が記載された、確
認用のメールメッセージが自分宛に送信されます。

イベントの開始、編集、取り消し

操作Task

1 Event Centerウェブサイトにログインします。

2 [マイWebEx >マイミーティング]の順に選択します。

3 目的のイベントを見つけて [開始]を選択します。

イベントを開始する

出席者が主催者より

先に参加できる設定

を指定していない場

合、主催者が出席者

より先に参加してイ

ベントを開始する必

要があります。

（注）
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操作Task

1 Event Centerウェブサイトにログインします。

2 [マイWebEx >マイミーティング]の順に選択します。

3 目的のイベントを見つけて [編集]を選択します。

イベントの編集

1 Event Centerウェブサイトにログインします。

2 [マイWebEx >マイミーティング]の順に選択します。

3 目的のイベントのチェックボックスにチェックを入れ、[削
除]を選択して確定します。

4 メール通知オプションを選択します。

イベントの取り消し

セキュリティ機能
イベントをスケジュールするとき、またはイベントを実行するときに、次の設定を必要なだけ行

うことで、イベントのセキュリティを高めることができます:

•パスワードの要求:パスワードを指定すると、出席者はイベントに参加するために、指定パス
ワードを入力する必要があります。

•イベントを [非公開]に指定:イベントのスケジュール時には、イベントを非表示として指定す
ることができます。非公開のイベントは、Event Centerウェブサイトの [イベント一覧]ペー
ジに表示されません。出席者が受け取る招待メールには、イベントに関するすべての情報が

記載されています。

•出席者に登録 IDの入力を要求:公開、非公開にかかわらず、登録を要求して、イベントへの
参加前に出席者に登録 IDの入力を求めることができます。このオプションを指定すると、
各出席者は登録要求が承認されると、一意な登録 IDを受け取ります。

•イベントへのアクセスの制限:すべての出席者がイベントに参加した後、イベントへのアクセ
スを制限して他の出席者のイベントへの参加を禁止することができます。

イベントの目的に応じて、適切なセキュリティレベルを選択してください。例えば、社内旅

行の話し合いのためにイベントをスケジュールするのであれば、イベントのパスワードを指

定するだけで十分と言えます。しかし社外秘の財務情報の会議などのイベントをスケジュー

ルする場合には、イベントを非公開にするのが妥当です。

イベント後アンケートを作成してイベントに追加する
アンケートの作成時に次の作業を行うことができます:
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•記述式、複数回答、単一回答の質問を追加する

•画像を追加する

•アンケートを今後利用するためにテンプレートとして保存する

ここで追加するアンケートは、イベント終了時に出席者の画面に表示されます。

アンケートの結果を確認するには、[マイWebEx]の [マイWebExレポート]ページから、
EventCenter出席レポート、出席履歴レポート、またはイベント録画レポートを作成します。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページまたは [スケジュール済みイベントの編集]ページで、[イベント
の説明とオプション]に移動します。

ステップ 2 [イベント後アンケートの作成]または [新規アンケートの作成]を選択します。

ステップ 3 アンケートのテーマと冒頭の文を入力します。

ステップ 4 利用可能なボタンを選択して画像を追加し、アンケート質問を作成したら保存します。

ステップ 5 アンケートの準備ができたら、[OK -このアンケートを使用する]を選択します。

ステップ 6 [イベントをスケジュール]ページまたは [スケジュール済みイベントの編集]ページの [イベント後
のアンケート]セクションから、以下のいずれかを選択します。

•ポップアップウィンドウにアンケートを表示:このアンケートを別のウィンドウに表示するか
を指定します

•メインブラウザウィンドウにアンケートを (URLの代わりに)表示:このアンケートをメイン
のウィンドウに表示するかを指定します

[アンケートをメインブラウザのウィンドウに表示する（移動先URLの代わりに）]を選択し
ていて、イベントの後、移動先 URLを表示するように指定している場合は、移動先ページ
がイベント後に表示されることはありません。

出席者リストに会社名と潜在顧客の評価を表示する
イベント中、[出席者の一覧]の各出席者の名前のとなりに以下の二つの情報を表示できます:

•会社名。登録フォームの [会社名]フィールドに出席者によって入力された内容が表示されま
す。

•潜在顧客の評価。登録フォームの質問フィールドに出席者によって入力された内容が表示さ
れます。

[出席者リスト]を評価順に並び替えたり、または会社名で検索することで、イベント中に出
席者に与える優先権を決めやすくなります。
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潜在顧客評価と会社名を出席者リストに表示したい場合は、登録フォームで

以下の 2つの事を実行する必要があります:
（注）

• [チェックボックス追加]ウィンドウ、[オプションボタン追加]ウィンド
ウ、または [ドロップダウンリスト追加]ウィンドウで、潜在顧客評価オ
プションを選択します。

•会社および評価が割り当てられたすべての質問が必須になるよう指定し
ます。
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第 2 章

有料プログラム、イベント、録画の設定

• 有料プログラム、イベント、録画の設定, 7 ページ

• トラッキングコードの使用について, 7 ページ

有料プログラム、イベント、録画の設定
有料のプログラム、イベント、録画を用意して出席者に対して課金することができます。

有料プログラム、イベント、録画には登録が必要なため、出席者は登録時に支払い情報を入力す

る必要があります。

有料のプログラム、イベント、録画を設定するには、[スケジュール]ページの [有料イベント]テ
キストボックスに金額を入力します。

このeコマース機能を有効にするには、担当のWebEx管理者までお問い合わせください。

トラッキングコードの使用について
社内で割引クーポンを作成し、出席者に送信することができます。例えば出席者はプログラム、

イベント、録画の費用を前払いすることができます。プロモーションコードを提供することでア

クセスを増やすことができます。見込み出席者に奨励金としてクーポンを送信することもできま

す。

出席者は [支払い情報]ページでクーポンコードを入力して、トレーニングセッションの割引を受
けます。

クーポン機能を有効にしてクーポンを配布するには、サイト管理者にお問い合わせください。
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第 3 章

プログラムの管理

手順

• プログラムの作成, 9 ページ

• プログラムにイベントを追加する, 10 ページ

• プログラムに録画イベントを追加する, 10 ページ

• イベント、プログラム、録画の URLを入手する, 11 ページ

• プログラムの編集, 11 ページ

• プログラムの削除, 12 ページ

プログラムの作成
プログラムによって、出席者はそのプログラムのすべてのイベントに一度に登録することができ

ます。プログラム内のすべてのイベントは、同じ登録フォームを共有します。

Event Centerウェブサイトで作成したプログラムは、必要なときに変更することができます。

手順

ステップ 1 以下のいずれかの作業を行います:

•左側のナビゲーションバーで [プログラムの管理 >新規プログラムの作成]の順に選択しま
す。

• [イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページで、[新規プログラムの追
加]に移動します。

ステップ 2 このページで以下のようにオプションを選択します。
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eコマース機能が有効な場合、[イベント費]ボックスにイベントの参加料金を入力することで
参加者の支払いを要求することができます。

•

•プロモーションコード機能が有効でかつイベント料金の割引を提供する場合、出席者にプロ
モーションコードが提供されることを確認してください。

ステップ 3 [プログラムの作成]を選択します。

ステップ 4 [イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページから新規プログラムを作成した
場合、メッセージボックスで [OK]を選択します。メッセージボックスには、このイベントを追加
すると、その登録オプションはプログラムと同じになるように変更されることが示されます。

プログラムにイベントを追加する
プログラム内のすべてのイベントは、同じ登録フォームを共有します。出席者は、一回でプログ

ラムのすべてのイベントに登録することも可能です。

イベントのスケジューリングまたは編集時にイベントをプログラムに追加することができます。

手順

ステップ 1 左側ナビゲーションバーから [プログラムの管理]を選択し、次に [プログラム一覧]を選択しま
す。

ステップ 2 プログラムの件名を選択します。

ステップ 3 新規イベントを追加するか、またはすでにスケジュール済みのイベントを追加するかを指定しま

す。

ステップ 4 プロンプトに従い操作を完了します。

プログラムに録画イベントを追加する
主催したイベントを録画した場合、それをプログラムに追加することができます。
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手順

ステップ 1 左側ナビゲーションバーから [プログラムの管理]を選択し、次に [プログラム一覧]を選択しま
す。

ステップ 2 プログラムの件名を選択します。

ステップ 3 [このプログラムに他の録画を追加]リンクを選択します。

ステップ 4 表示されるウィンドウでプログラムに追加する録画を選択し、[追加]を選択します。

ステップ 5 [続行]を選択します。

イベント、プログラム、録画の URL を入手する

手順

次のいずれかを実行します:

•イベント URLを入手するには、[マイWebEx >マイミーティング]の順に移動して、イベン
トの名前を選択し、イベント情報ページを表示します。

ソース IDと関連付けるには、出席者用イベントアドレスを使用します。

•プログラム URLを取得するには、左側ナビゲーションバーから [プログラムの管理 >プログ
ラム一覧]の順に選択します。プログラムの名前を選択してプログラム URLを表示します。

•録画 URLを取得するには、左側ナビゲーションバーから [イベントの開催 >マイイベント録
画]の順に選択します。録画の名前を選択して再生/ダウンロードのリンクを表示します。

プログラムの編集

手順

ステップ 1 左側ナビゲーションバーの [プログラムの管理 >プログラム一覧]の順に選択します。
あなたが作成したプログラムの横にチェックボックスがあります。

ステップ 2 編集するプログラムのタイトルを選択します。

ステップ 3 [プログラムの編集]を選択します。

ステップ 4 変更を加えて [プログラムの更新]を選択します。
この更新に関する自動メールメッセージを受信します。
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プログラムの削除
他の主催者によって作成されたプログラムを削除することはできません。

手順

ステップ 1 左側ナビゲーションバーの [プログラムの管理 >プログラム一覧]の順に選択します。
[プログラムの管理]ページが表示されます。あなたが作成したプログラムの横にチェックボック
スがあります。

ステップ 2 プログラムにチェックを入れ、[削除]を選択します。
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第 4 章

ANI/CLI 認証の音声会議のスケジュール

手順

• ANI/CLI認証について, 13 ページ

• ANI/CLI認証の音声会議のスケジュール, 14 ページ

• コールイン認証のための電話番号を指定する, 14 ページ

• 主催者アカウントの認証 PINを指定する, 15 ページ

• 記憶された番号の編集, 15 ページ

ANI/CLI 認証について
CLI (発信者番号通知)および ANI (自動番号識別)は発信者番号の一種です。

操作方法:

1 WebExの基本設定にイベントにコールインする番号が追加されます。

2 イベントの音声にコールインできるようになります。

3 システムがコールインした番号をWebExの基本設定で追加済みの番号と照らしあわせて検証
します。

4 イベント番号を入力しなくても目的のイベントに移動します。

主催者アカウントを持っており、お使いのサイトで ANI/CLIが有効な場合は、以下のことを実行
できます:

•ダイヤルイン ANI/CLI電話会議認証を使ってイベントをスケジュールする。

• ANI/CLIが有効な音声会議へのコールイン時に認証される電話番号を指定する。スケジュー
リング時に招待済みに限り認証されます。
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•「スプーファ」がユーザーの番号を使用して電話会議にダイヤルインするのを防ぐために、
音声 PINを指定する。

ANI/CLI 認証の音声会議のスケジュール

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションバーから、[イベントの開催] > [イベントをスケジュール]の順に選択しま
す。

ステップ 3 [音声オプションの変更]を選択します。

ステップ 4 [参加者がコールインするときに CLI認証電話会議を有効にする]が選択されていない場合はこれ
を選択します。

コールイン認証のための電話番号を指定する
ユーザープロファイル一覧中の電話番号に認証を設定することができます。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx]および [基本設定]を選択します。

ステップ 3 音声セクションで [設定]を選択します。音声オプションが設定済みの場合は、[音声]セクション
を開きます。

ステップ 4 [電話番号]で認証したい電話番号を選択し、さらに [コールイン認証]にチェックを入れます。

ステップ 5 [保存]を選択します。
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主催者アカウントの認証 PIN を指定する

手順

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx]に移動して [基本設定]を選択します。

ステップ 3 音声セクションで [設定]を選択します。音声オプションが設定済みの場合は、[音声]セクション
を開きます。

ステップ 4 [電話番号]に移動して [PIN:]ボックスに 4桁の PIN番号を入力します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

記憶された番号の編集

はじめる前に

•イベントの音声は番号を編集するまで参加しないでください。

•変更は次回の参加まで有効になりません。

•電話番号を編集している間は電話を使って音声会議に参加することはできません。

手順

ステップ 1 イベントにはコンピュータから参加できます。コールインすることはできません。

ステップ 2 [クイックスタート]ページで [その他]アイコンを選択します。

ステップ 3 [コールバック]を選択するか、または [コールバック]の一覧で番号がある場合、[別のコールバッ
ク番号で受け取る]を選択します。

ステップ 4 一覧を選択し、[電話番号の管理]を選択します。

ステップ 5 [編集]を選択して番号を更新します。または [削除]を選択して既存の番号を削除します。

ステップ 6 [保存]を選択します。
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第 5 章

出席者リストの管理

手順

• 招待リストを作成し、パネリストをイベントに招待する, 17 ページ

• 招待リストの編集, 18 ページ

招待リストを作成し、パネリストをイベントに招待する
既存のアドレス帳から連絡先やパネリストを選択したり、 Event Centerサイトで新しい連絡先を
追加したりすることができます。

配信リストにたくさんの連絡先が含まれる場合、コンマ区切り形式 (CSV)の配信リストをインポー
トできます。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページで、[出席者および登録]または [プレゼンタおよびパネリスト]
セクションに移動します。

ステップ 2 [招待リストを作成]を選択します。

ステップ 3 [新規出席者]または [新しいパネリスト]の下に、連絡先に関する情報を入力します。

•連絡先に関する適切な情報を入力します。

•アドレス帳に新規の出席者またはパネリストを追加するにはチェックボックスにチェックを
入れます。新規パネリストを代理主催者として追加することができます。代理主催者は主催
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者同様にイベントを開始できます。代理主催者はあなたのサイトのカウントを持っている必

要があります。

ステップ 4 Event Centerサイトのアドレス帳に連絡先または連絡先グループを追加するには、[連絡先の選択]
を選択します。それから出席者またはパネリストの一覧に個々の連絡先または連絡先グループを

追加します。代理主催者としてパネリストを追加することもできます。

ステップ 5 CSV形式で配信リストを追加するには、[連絡先のインポート]を選択し、画面の手順に従い残り
の作業を行います。

ステップ 6 [イベントをスケジュール]ページでオプションを指定し終えたら、[イベントのスケジュール]を
選択します。

ステップ 7 [イベントメールを送信]ページで受信者を選択し、[今すぐ送信 > OK >続行]の順に選択します。

招待リストの編集
イベントをスケジュールするまたは編集するときには、出席者とパネリスト両方の自分の招待リ

ストを編集できます。.

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページで、[出席者と登録]セクション
または [プレゼンタとパネリスト]のセクションのうち該当するほうに進んでください。

ステップ 2 [招待リストを編集]を選択します。

ステップ 3 [名前]の列の連絡先名をクリックします。

ステップ 4 変更を行います。

ステップ 5 [招待リストを更新]を選択します。
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第 6 章

登録要求の管理

手順

• 登録者の承認ルールを設定する, 19 ページ

• 登録フォームのカスタマイズ, 20 ページ

• 登録要求の承認および拒否, 20 ページ

• 登録者にリマインダを送信する, 21 ページ

登録者の承認ルールを設定する
登録要求に対する承認が必要な場合、承認ルールを設定することで、論理文字列を使って登録者

を自動的に承認または拒否することができます (例えば、出席者の会社名にWebExという単語が
含まれなければならないなどです)。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページで、[出席者および登録]セクションに移動します。

ステップ 2 [承認が必要]で [はい]を選択します。

ステップ 3 [承認ルールの設定]を選択します。

ステップ 4 ルール値を指定します。

ステップ 5 ルール値の設定が済んだら [ルールの追加]を選択します。
承認ルールがルール一覧に表示されます。

ステップ 6 ルールの追加が完了したら [保存]を選択します。
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登録フォームのカスタマイズ
質問を追加したり変更したりすることで、登録フォームをカスタマイズできます。カスタマイズ

したオプションを登録フォームに追加した後は、いつでも編集できます。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページで、[出席者および登録]セクションに移動し、[登録フォーム ]
のリンクを選択します。

ステップ 2 [標準の質問]から、登録フォームでユーザーによる提供が必須の情報を選択します。

ステップ 3 [自分で作成した質問]の下でオプションを選択してカスタム質問を作成します。

ステップ 4 以前保存した質問を選択するには、[自分の登録用質問]を選択します。

ステップ 5 必要に応じて質問を編集し、[保存]を選択します。

登録要求の承認および拒否
イベントのスケジュール時または編集時の設定で承認を必要にした場合、登録要求を確認して手

動で承認または拒否を行います。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 (オプション)要求を処理したときに、登録状況のメールメッセージを出席者に送信するように指
定するには、[イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページでそのように指定
します。

ステップ 3 [マイWebEx >マイミーティング]の順に選択します。

ステップ 4 目的のイベントを見つけて [保留中の要求]を選択します。承認済みおよび拒否済みの要求にはこ
のページからアクセスできます。

ステップ 5 (オプション)各登録の詳細を確認するには、表示されるページで、登録者の名前のリンクを選択
します。

ステップ 6 個々の登録者の [承認済み]または [拒否済み]を選択するか、または承認、拒否または保留を選択
します。

ステップ 7 [更新]を選択します。
承認された登録者のメールメッセージには、登録 ID、イベントパスワード (ある場合)、イベント
番号、およびイベントに参加するためにクリックするリンクが含まれています。
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登録者にリマインダを送信する
登録が承認された出席者にリマインダメールを送信することができます。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx >マイミーティング]の順に選択します。

ステップ 3 リマインダメールを送信するイベントを見つけ、[承認された要求]の記号の下のリンクをクリッ
クします。

ステップ 4 表示されるページで [メールを送信]を選択して確定します。
イベントをスケジュールまたは編集するときに、承認された登録者に指定した日時にリマインダ

メールを自動的に送信するように指定することもできます。
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第 7 章

メール招待状のカスタマイズ

手順

• メールメッセージのカスタマイズ, 23 ページ

• 特定のイベントのメールメッセージをカスタマイズする, 24 ページ

• 今後のイベント用にメールメッセージをカスタマイズする, 24 ページ

• メールテンプレート中の変数について, 25 ページ

メールメッセージのカスタマイズ

特別なイベント

イベントのスケジュール時または編集時に、内容および変数を編集、並べ替え、一部消去するこ

とで、イベントのメールメッセージテンプレートをカスタマイズすることができます。EventCenter
では、ユーザーまたはイベントに関する特定の情報の代用として、変数というコード文字列が使

用されます。

将来のイベント

EventCenterウェブサイトで今後スケジュールするすべてのイベント用のメールメッセージテンプ
レートをカスタマイズできます。このレベルで加えた変更は、今後スケジュールするイベントに

自動的に適用されます。

変数の位置を変更したり、変数を削除することはできますが、文字列は変更しないでくださ

い。例えば、%ParticipantName%という変数の場合、パーセントの記号で囲まれた内側の
ParticipantNameの部分は変更しないでください。これを変更すると、Event Centerはユーザー
からの情報またはイベント情報を適切なテキストに置換できなくなります。

重要
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特定のイベントのメールメッセージをカスタマイズする

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページの [メールメッセージ]セクショ
ンから、カスタマイズするメールメッセージのリンクを選択します。

ステップ 2 [テンプレートの表示]ドロップダウンリストでテンプレートを選択し、[編集]を選択します。

ステップ 3 イベントメールの編集:[テンプレート名]ページで変更内容を確認します。
WebExでは、イベント主催専用のメールアカウントを設定することを推奨します。そのアドレス
を [返信先]ボックスに指定することができます。例えば、events@your_company.comというアドレ
スを持つアカウントを設定することができます。

ステップ 4 [保存 > OK]を選択します。

今後のイベント用にメールメッセージをカスタマイズす

る

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトの左側のナビゲーションバーから [イベントの開催 >メールテンプレー
ト]を選択します。

ステップ 2 編集するメールメッセージの種類を [対象:]ドロップダウンリストから選択します。次に、HTML
またはプレーンテキストセクション (必要に応じて選択)でいずれかのテンプレートをクリックし
ます。

ステップ 3 [編集]を選択します。

ステップ 4 テンプレート名を変更する:[テンプレート名]ページで変更内容を確認します。

ステップ 5 [保存]を選択します。
メールメッセージを元の既定状態に戻すには、[既定の設定に戻す]を選択しま
す。

ヒント
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メールテンプレート中の変数について
変数は 2つのパーセント記号とそれに囲まれた文字列で構成されます。Event Centerのメールメッ
セージで使用される各変数は、出席者の登録データ、主催者のユーザープロファイル、[イベント
情報]ページなどで指定された情報の中から対応するものに置換されます。

次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な変数について記載しています。

置換後変数

次の文字列です:

このWebExサービスに含まれる機能により、セッション中に交換また
は表示される音声、ドキュメント、および他の資料を録画することが

できます。このセッションに参加することにより、そのような録画を

自動的に承諾することになります。録画に承諾しない場合、セッショ

ンに参加しないでください。

重要

%Disclaimer%

次の Event Centerアプリケーションのダウンロード手順の説明です:

イベント開始前にソフトウェアを設定しておくことで、イベントに速やかに参

加できるようになります。上記の URLに移動して、[設定]を選択してくださ
い。

%DownloadInstruction%

次の形式です:

http://www.webex.com
%EmailFooter%

出席者の登録 IDです

Event Centerは、出席者の登録要求承認後、この登録 IDが自動作成されます。
登録を要求しない場合、この変数はテキストの文字列によって置き換えられま

す:

このイベントに登録 IDは必要ありません。

%EnrollmentID%

ハイパーリンクです

イベントの説明にこれを使用できます。
%EventAddressURL%

イベントのスケジュール時にしたイベント名です。パスワードが不要の場合、

この変数は次のテキストに置換されます:

このイベントにパスワードは必要ありません。

%EventPassword%

ハイパーリンクです

イベント参加手順のガイドとして使用できます。
%JoinURL%
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置換後変数

ハイパーリンクを含まない URLです

イベント参加手順のガイドとして使用できます。

参考例。変数を次の方法で使用できます:イベントに参加するには、<a
href="%JoinURLStr%">ここをクリックします。</a>

%JoinURL%

イベントの情報ページの URLです

Event Centerでは、イベントがスケジュールされると自動的にこの URLが作成
されます。

%MeetingInfoURL%

出席者のイベント登録用に指定されたパスワードです%RegistrationID%

あなたのEventCenterウェブサイト用のメールサーバー上で指定されているメー
ルアドレスです。

既定のメールアドレスは messenger@webex.comです。

%SenderEmailAddress%

次の文字列です:

電話会議に出席するには、%CallInNumber%に電話して、ミーティング番号を
入力してください。

変数の %CallInNumber%は、イベントのスケジュール時に指定する番号に置換
されます。

%TeleconferenceInfo%

UCFがこのイベントに対して有効で、[出席者にリッチメディアプレーヤーの確
認を要求する]が選択されている場合、次のテキストが表示されます:

UCF (ユニバーサルコミュニケーションフォーマット)リッチメディアファイル
の再生には適切なプレーヤーが必要です。イベントでこのタイプのリッチメディ

アファイルを参照するには、使用するコンピュータにプレーヤーがインストー

ルされているかどうかを (次の箇所で)確認してください。

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
26

メール招待状のカスタマイズ

メールテンプレート中の変数について



第 8 章

練習セッションの開催

手順

• 練習セッション開催の概要, 27 ページ

• 練習セッションの開始, 28 ページ

練習セッション開催の概要
練習セッションによって、主催者、プレゼンタ、およびその他すべてのパネリストはイベント開

始前に練習を実施することができます。これはイベント出席者から見えないイベント制作チーム

によって実行される本番同様のリハーサルと言えます。

メインイベントで電話会議が開始されている場合に主催者が練習セッションを開始すると、制作

チームは自動的にサブ電話会議に入り、メインの電話会議から離れます。サブ電話会議での会話

はプライベートなものとなります。このため、練習セッションの外にいる出席者が練習を聞くこ

とはできません。

（注） •主催者のみが、練習セッションを開始および終了することができます。練習セッション
中に主催者がパネリストまたはプレゼンタを出席者として指定した場合、その人は練習

セッションから除外されます。主催者が練習セッションを開始すると、イベントに参加

していた出席者は、練習セッション内の活動を参照することはできません。

•主催者が練習セッションを開始すると、制作チームは、練習セッションを開始する前に
プレゼンタが開いたプレゼンテーションまたはドキュメントにアクセスすることができ

ません。同じプレゼンテーションまたはドキュメントを練習セッションで使用するには、

プレゼンタは練習セッション中にそれらを再度開く必要があります。
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練習セッションを終了する前に、まだ出席者とは共有したくない共有ドキュメント、プレゼンテー

ション、ホワイトボード、ウェブコンテンツ、および開いた投票を閉じます。閉じない場合、練

習セッションを終了すると、出席者はそれらを参照することができます。

練習セッションの開始
主催者が練習セッションを開始する前に次のことを確認します:

•すべての参加者がイベントに参加済み。

•主催者、プレゼンタ、およびパネリストは、練習セッションで共有するために、すべてのプ
レゼンテーション資料を準備しておく必要があります。

•練習セッションは、イベントの開始がスケジュールされる前に終了できるように、イベント
前の十分に早い時期に開始します。

手順

ステップ 1 (オプション)制作チームの練習セッション中に出席者に表示するスライドプレゼンテーションを
作成します。プレゼンテーションは自動的にページを進めるように設定します。

ステップ 2 [イベント >練習セッションの開始]を選択します。
練習セッションが開始されます。主催者、プレゼンタ、パネリストは自動的に練習セッションに

参加します。イベント出席者は、主催者またはプレゼンタが練習セッションを開始する前に開い

たプレゼンテーションを参照することができます。制作チームは現在練習セッション中であるこ

とを示すメッセージも [イベント]ウィンドウに表示されます。

ステップ 3 プレゼンテーションを開いたり、制作チームが実際のイベントで使用する投票用の質問を用意す

るなど、イベントのリハーサルを行います。

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
28

練習セッションの開催

練習セッションの開始



第 9 章

出席者のトラッキング

手順

• 出席者トラッキングの概要, 29 ページ

• ソース IDを自分の URLに手動で追加する, 30 ページ

• イベント、プログラム、録画の URLを入手する, 30 ページ

• イベントにベンダーのソース IDを関連付ける, 31 ページ

• プログラム用にベンダーのソースIDを関連付ける, 31 ページ

• イベント録画用にソース IDをベンダーに関連付ける, 32 ページ

出席者トラッキングの概要
出席者のイベントへの参加元または登録元をトラッキングすることで、イベントマーケティング

の効果を測定します。

例:イベントの宣伝にベンダーを使用するとします。各ベンダーにソース IDを割り当て、招待ま
たは録画メールメッセージを送ることができます。EventCenterは、出席者が特定のベンダーから
のイベント、プログラムまたは録画のメールメッセージの URLリンクを選択した際にソース ID
をトラッキングします。

あなたかまたはサイト管理者は、参加、登録または各登録者のソース IDを示す録画レポートを作
成することができます。どのマーケティング方法が他の方法よりも効果的かを比較分析すること

ができます。複数のマーケティング方法を測定し、一番効率が良い一つを見つけることができま

す。

イベント、プログラムまたは録画 URLにソース IDを付加するには、2つの方法があります:

•イベント URLに &SourceId=を追加することによって、ソース IDを手動で追加し、この新
しい URLをメールメッセージで公開します。
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•見込みの出席者にメールメッセージを転送するのにベンダーを使用した場合、ベンダーの
メールアドレスにソース IDを関連付けます。

ソース ID を自分の URL に手動で追加する

手順

ステップ 1 出席者 URLを入手します。

ステップ 2 URLの最後に &SourceId=xxxを追加し、これをメールで発行します。
ソース IDには、文字または数字で、最大 512文字を指定することができます。

例:ソース IDが追加されたイベント URLは、https://[eventURL]&SourceId=CompanyWebsiteや
https://[eventURL]&SourceId=anynumberのようになります。

イベント、プログラム、録画の URL を入手する

手順

次のいずれかを実行します:

•イベント URLを入手するには、[マイWebEx >マイミーティング]の順に移動して、イベン
トの名前を選択し、イベント情報ページを表示します。

ソース IDと関連付けるには、出席者用イベントアドレスを使用します。

•プログラム URLを入手するには、Event Centerの左側ナビゲーションバーにある [プログラ
ムの管理]を開き、[プログラム一覧]を選択します。プログラムの名前を選択してプログラ
ム URLを表示します。

•録画 URLを入手するには、Event Centerの左側ナビゲーションバーにある [イベントの開催]
を開き、[マイイベント録画]を選択します。録画の名前を選択して再生/ダウンロードのリン
クを表示します。

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
30

出席者のトラッキング

ソース ID を自分の URL に手動で追加する



イベントにベンダーのソース ID を関連付ける

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイミーティング]の順に移動します。

ステップ 2 イベント名を選択し、[メールの送信]を選択します。
イベントのスケジュールを終えるとすぐに [イベントメールの送信]ページが表示されま
す。

ヒント

ステップ 3 [ベンダー]を選択します。

ステップ 4 最大で 3つまでのベンダーのメールアドレスとソース IDを入力します。

ステップ 5 [今すぐ送信]を選択します。
ベンダーは、潜在的な出席者に転送することができる招待メールを受信します。メールには、特

定のベンダーに関連付けたソース IDが追加されたイベント URLが含まれています。出席者がベ
ンダーのメールのリンクを選択した場合、Event Centerは出席者のソース IDを記録します。

プログラム用にベンダーのソースIDを関連付ける

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトの左のナビゲーションバーで、[プログラムの管理 >プログラムの一覧]
の順に選択します。

ステップ 2 プログラムの名前をクリックします。

ステップ 3 プログラムページから、[ベンダーに送信]を選択します。

ステップ 4 最大で 3つまでのベンダーのメールアドレスとソース IDを入力します。

ステップ 5 [送信]を選択します。
ベンダーは、潜在的な出席者に転送することができる招待メールを受信します。メールメッセー

ジには、特定のベンダーに関連付けたソース IDが追加されたプログラムURLが含まれています。
出席者がベンダーのメールのリンクを選択した場合、Event Centerは出席者のソース IDを記録し
ます。
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イベント録画用にソース ID をベンダーに関連付ける

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトの左側のナビゲーションバーで、[イベントの開催] > [マイイベント録
画]を選択します。

ステップ 2 録画の名前を選択します。

ステップ 3 録画情報ページから、[ベンダーに送信]を選択します。

ステップ 4 最大で 3つまでのベンダーのメールアドレスとソース IDを入力します。

ステップ 5 [送信]を選択します。
ベンダーは、潜在的な出席者に転送することができる招待メールを受信します。メールメッセー

ジには、特定のベンダーに関連付けたソース IDが追加された記録 URLが含まれています。出席
者がベンダーのメールのリンクを選択した場合、EventCenterは出席者のソース IDを記録します。
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第 10 章

招待メールから WebEx イベントに参加する

• コンピュータからイベントに参加する方法, 33 ページ

• 音声に接続する, 33 ページ

• モバイル端末からイベントに参加する, 34 ページ

• その他のリソース, 35 ページ

コンピュータからイベントに参加する方法

手順

ステップ 1 受信したイベント招待状メールから [WebExイベントに参加]をクリックします。
ウェブブラウザが開き、イベント情報ページが開きます。

ステップ 2 名前とメールアドレスを入力します。

ステップ 3 [参加]をクリックします。
インターネット経由でイベントに接続されます。

音声に接続する

手順

ステップ 1 音声ボタンの下部にある [その他のオプション]をクリックします。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します:
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手順オプション

1 電話番号を入力します。

2 [コールバック]をクリックします。コールバックを受け取り、場
合により電話の 1を押して接続します。

コールバック

1 画面に表示された電話番号にダイヤルします。

2 プロンプトが表示されたら、電話のキーパッドからアクセスコー

ドを入力します。画面に出席者 IDが表示されます。

コールイン

このオプションを選択して VoIPを使って音声に接続します。

スピーカーとマイクの調整を行うには、メニューバーの [音声 +コ
ンピュータ音声設定]をクリックします。

コンピュータを使って通話

1 ビデオシステムのアドレスを入力します。

2 [コールバック]をクリックしてビデオ会議端末を使って接続しま
す。

ビデオ端末でコールバック

を受ける

モバイル端末からイベントに参加する

手順

ステップ 1 モバイル端末からメール招待状を開き、[WebExミーティングに参加]をタップします。
モバイル端末ですでに Cisco WebExミーティングアプリケーションがインストールされている場
合は自動的に起動します。あるいはインストールページにリダイレクトされます。プロンプトに

従いインストールを完了します。

ステップ 2 ログイン情報および必要に応じてパスワードを入力します。

WebExイベントに接続されます。

ステップ 3 モバイル端末で着信して応答すればイベントの音声会議に接続されます。WiFiに接続されていれ
ば VoIPを使用することができます。音声オプションをタップして指定します。
電話番号が事前に入力されていない場合、[コールバック]をタップするとコールバックを受ける
ための電話番号の入力が求められます。既定の音声設定によってはイベントから自動的に端末に

発信されます。着信に応答することでイベントの音声に接続されます。
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その他のリソース
• WebExに関する他のヘルプ資料については、Help Centralを検索してください。.
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第 11 章

イベント登録

手順

• イベント登録, 37 ページ

• イベントの検索, 38 ページ

• サイトの場所、言語およびタイムゾーンを変更する, 39 ページ

イベント登録
複数イベントが一つのプログラムにまとめられている場合、一度に複数のイベントに登録するこ

とができます。

招待メールが送られてこない場合は、以下のいずれかからイベントに登録することができます:

• EventCenterウェブサイト:イベント主催者がイベントを公開している場合、[EventCenter]サ
イトの [イベント一覧]ページからイベント登録を行うことができます。

•主催者から通知されたURLです。主催者からイベントURLを通知された場合は、そのURL
からイベントに登録することができます。

主催者が登録用のパスワードを要求する場合は、招待メールまたは別の方法で主催者から通

知されたパスワードを入力する必要があります。

主催者が登録 IDの入力を要求する場合は、登録を確認するメールメッセージで一意の登録
IDが通知されます。イベント参加時にこの IDを入力します。
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主催者があなたの登録を承認し、イベント参加前に登録 IDを入力するよう要
求する場合は、登録確認のメールメッセージの中で登録 IDが通知されます。
イベントに問題なく参加できるように、IDを紛失しないように注意してくだ
さい。イベントに問題なく参加できるように、その IDを紛失しないように注
意してください。

重要

手順

ステップ 1 次のいずれかを実行します:

•主催者から URLを受け取ったらそのページに移動します。

• Event Centerウェブサイトから登録するには、[イベントに参加]を開き、次に [イベント一覧]
を選択します。

[日付別イベント一覧]でイベント一覧を表示します。適切なページが表示されてい
ない場合、[イベントを日付別に表示]を選択します。

ヒント

ステップ 2 イベントへの登録を行うには、次の操作を実行します:
a) イベント一覧から登録するイベントを選択し、[登録]を選択します。
b) [登録パスワード]ページが表示された場合、イベント主催者から通知されたパスワードを入力
し、[送信]を選択します。

c) [イベントの登録]ページで必要な情報を入力し、[送信]を選択します。
d) [決済情報]ページが表示されたら使用するプロモーションコードを指定します。残金がある場
合、必須情報を入力し支払を提出します。

ステップ 3 複数のイベントへの登録を行うには、次の操作を実行します:
a) Event Centerサイトから登録する場合、プログラムの件名を選択します。
b) 登録するイベントを選択して、[登録]を選択します。
c) [登録パスワード]ページが表示された場合、イベント主催者から通知されたパスワードを入力
し、[送信]を選択します。

d) [イベントの登録]ページで必要な情報を入力し、[送信]を選択します。
e) [決済情報]ページが表示されたら使用するプロモーションコードを指定します。残金がある場
合、必須情報を入力し支払を提出します。

イベントの検索
イベント主催者が公開している場合には、ウェブサイト上のイベントを検索することができます。
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手順

ステップ 1 ウェブサイトの左側のナビゲーションバーで [イベントに参加 ]を開き、次に [検索]を選択しま
す。

ステップ 2 表示されたページで、日付範囲を指定します。

ステップ 3 (オプション) [イベント]テキストボックスに、イベント名すべてまたは一部を入力します。

ステップ 4 [検索]を選択します。

サイトの場所、言語およびタイムゾーンを変更する
ロケール、言語、およびタイムゾーンを含む Event Centerサイトの基本設定は、いつでも変更す
ることができます。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトの左のナビゲーションバーで、[設定 >基本設定]の順に選択します。

ステップ 2 ドロップダウンメニューから設定を選択し、[OK]を選択します。
ユーザーアカウントを持っていれば、自分のプロフィールも設定することができます。
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第 12 章

WebEx 音声の使用

手順

• WebEx音声の概要, 41 ページ

• WebEx音声に接続する, 42 ページ

• WebEx音声のクイックリファレンス, 42 ページ

• 記憶された番号の編集, 44 ページ

WebEx 音声の概要
電話またはコンピュータを使ってWebExイベント中に会話することができます。

•電話:お使いのサイトが対応している場合にコールバックサービスを使用してイベントからの
コールを受け取ったり、コールインすることができます。

このオプションは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。

（注）

•コンピュータ:コンピュータに接続されているヘッドセットを使えばイベントの音声に加わる
ことができます。

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。（注）

円滑に音声接続タイプを切り替えることができます。切替時にはわずかな雑音が発生しますがほ

とんど気にならない程度です。
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WebEx 音声に接続する
はじめて音声に接続する方法:

手順

ステップ 1 [クイックスタート]ページで [音声に接続]アイコンを選択します。
[音声接続]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 オプションの一つを選択して音声に接続します:

•コールバック:システムからのコールバックを受け取れば長距離電話の費用を削減することが
できます。市外局番および 7桁の電話番号を含めます。社内で内線番号を使用している、ま
たはサイトでこのサービスをサポートしていない場合はコールバックサービスを使用するこ

とはできません。

•コールイン:一覧中の電話番号に発信し、必須情報を入力します。

•コンピュータを使って通話:インターネット経由で接続されます。

音声に接続する時に前回使用した音声接続オプションが表示されます。例えば、前回コールバッ

クサービスを使用した場合に次にWebExを使う時に [コールバック]ボタンと前回の電話番号が表
示されます。

別の方法または別の番号に接続するには、クイックスタートページの [音声接続]ボタンで [その
他...]ボタンを選択します。前回音声に接続したものと同じオプションが表示されます。

WebEx 音声のクイックリファレンス
操作Task

1 [クイックスタート]ページで [音声に接続]を選択しま
す。

2 [音声を切り替える]を選択します。

3 次のいずれかを実行します:

•電話を使った通話中の場合、[コンピュータを使っ
て接続]を選択します。

•コンピュータを使った音声通話中の場合、[コー
ルバック]または [コールイン]を選択します。

現行の音声接続を変更する
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操作Task

1 [音声に接続済み]を選択します。

2 [音声を切断]を選択します。

3 クイックスタートページで選択している [音声接続]ボ
タンで [その他 (…)]アイコンを選択します。

4 [別のコールバック番号で受け取る]を選択して新しい
番号を入力または選択します。

別の番号でイベントからのコールバッ

クを受ける

1 ミュートのオプションを表示します:

• Windows:参加者リストで右クリック

• Mac:Ctrlを押しながら参加者パネルをクリック

2 以下の操作が可能です:

•主催者

◦イベント参加時にすべての参加者をミュート
にするには、[出席時にすべての参加者を
ミュートにする]を選択します。

◦あなたを除くすべての参加者をミュートまた
はミュート解除するには、[すべての出席者
をミュートする]を選択します。

◦特定の参加者をミュートにするには、ミュー
トまたはミュート解除を指定します。

•参加者

◦ [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。

自分のマイクおよびスピーカーの設

定を適切に調整する

[参加者]パネルで [挙手]を選択する発言を要求する

[参加者]パネルで [手を下げる]を選択する発言要求を撤回するには

1 [音声に接続済み]を選択します。

2 [音声を切断]を選択します。

音声の切断
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記憶された番号の編集

はじめる前に

•イベントの音声は番号を編集するまで参加しないでください。

•変更は次回の参加まで有効になりません。

•電話番号を編集している間は電話を使って音声会議に参加することはできません。

手順

ステップ 1 イベントにはコンピュータから参加できます。コールインすることはできません。

ステップ 2 [クイックスタート]ページで [その他]アイコンを選択します。

ステップ 3 [コールバック]を選択するか、または [コールバック]の一覧で番号がある場合、[別のコールバッ
ク番号で受け取る]を選択します。

ステップ 4 一覧を選択し、[電話番号の管理]を選択します。

ステップ 5 [編集]を選択して番号を更新します。または [削除]を選択して既存の番号を削除します。

ステップ 6 [保存]を選択します。
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第 13 章

ビデオの送受信

• ビデオ送受信の概要, 45 ページ

• ビデオ会議のシステム最小要件, 45 ページ

• クイックリファレンス:ビデオ会議, 46 ページ

• 共有中のビデオの管理, 47 ページ

• 特定の参加者 1人を映して固定する, 48 ページ

ビデオ送受信の概要
あなたのコンピュータにビデオカメラが装備されている場合、ビデオを送信することができます。

他の参加者が、あなたの様子やあるいはウェブカメラに映し出された対象を見ることができます。

参加者はビデオを表示するために、コンピュータにインストールされたウェブカメラを持つ必要

はありません。

WebExMeeting Centerおよび Training Centerは最大で 720p解像度の高画質ビデオ (HD)に対応しま
す。その他のWebExサービス (例えば Training Centerおよび Support Center)は最大で 360ピクセ
ル解像度までの高画質ビデオに対応します。各参加者が利用するコンピュータ性能とネットワー

ク帯域幅に合わせて、ビデオが自動的に最高画質に調整されます。

管理者はサイトレベルでビデオオプションを設定できます。ミーティング主催者はミーティング

内およびスケジューラ上でビデオのオプションを設定できます。サイトまたはミーティングにHD
または高画質ビデオが設定されていない場合は、標準ビデオが使用されます。

TelePresenceシステムを加えたMeeting Centerミーティングを進行している場合、次のWebExの
機能を利用することができます:TelePresence会議室の参加者との投票、ファイル転送、チャット

ビデオ会議のシステム最小要件
360ピクセルの解像度のビデオを送受信するには、あなたのシステムが次の最小要件を満たして
いることを確認してください:
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要件操作

•高画質ビデオの撮影が可能なウェブカメラWebExは通常このタイプのウェブカメラ
に問題なく対応します

• 1 GB以上の RAMとデュアルコアプロセッサを装備するコンピュータ

•高速ネット接続

送信

• 1 GB以上の RAMとデュアルコアプロセッサを装備するコンピュータ

•高速ネット接続

受信

720ピクセルの解像度のビデオを送受信するには、あなたのシステムが次の最小要件を満たして
いることを確認してください:

要件操作

• HDビデオの撮影が可能なウェブカメラWebExは通常このタイプのウェブカメラに問
題なく対応します

• 2 GB以上の RAMとクアッドコアプロセッサを装備するコンピュータ

•高速ネット接続

送信

• 2 GB以上の RAMとデュアルコアプロセッサを装備するコンピュータ

•高速ネット接続

受信

クイックリファレンス:ビデオ会議
操作...目的...

名前の横になるビデオアイコンを選択します。

ビデオの送信中はアイコンが緑になります。

ビデオ送信の開始と停止

ビデオパネル右上角にある参加者アイコンを選択します。ビデオを送信するすべての参加者を表示する

画面右上角にある [フルスクリーンモードから退出]を選択します。ミーティングウィンドウから戻る

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
46

ビデオの送受信

クイックリファレンス:ビデオ会議



操作...目的...

発言中参加者のパネル右上角にあるアイコンをクリックします。

フルスクリーンパネルの間、継続して HDビデオ (Meeting Centerおよ
び Training Centerに対応)を送受信することができます。

フルスクリーンビューで発言中の参加者 (主
催者が指定した特定の参加者)を表示する

スクリーン右上角にある最小化アイコンを選択します。ビデオを送信するすべての参加者のビューか

ら戻る

Windows:参加者パネル右上にあるオプションのアイコンを選択しま
す。

Mac:参加者パネル右下でこのオプションのアイコンを選択します。

ウェブカメラオプション (コントラスト、鮮
明度、明るさ)を指定する

ウェブカメラによりオプションは異

なります。

（注）

参加者パネル右上にあるオプションのアイコンを選択します。ミーティングで常にビデオを自動送信するを

有効または無効にする

以降のミーティングでビデオポップアップを

無効にする

共有中のビデオの管理
あなたが情報を共有している、または他の誰かがあなたと情報を共有している間、前面表示のパ

ネルには参加者ビデオ、さらにあなたの映像がスクリーンの右側に表示されます。

操作機能

自分の映像のパネル右上角にあるアイコンを選択します。共有中にセルフビューを最小化する

前面表示パネル右下角にあるアイコンを選択します。共有中にセルフビューを復元する

セルフビューパネルの中央にあるビデオアイコンを選択します。セルフビューを停止または映し出す

セルフビュー映像の左上角にある下矢印を選択します。共有中にビデオ映像を最小化する

右下角を選択してドラッグします。ビデオ映像のサイズを調整する

パネルをドラッグし、デスクトップ上を移動します。ビデオ映像を移動する

ディスプレイ右上角の参加者アイコンを選択します。全員の映像に切り替える
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特定の参加者 1 人を映して固定する
あなたが主催者の場合は、全員に映し出す対象を選択することができます。

手順

ステップ 1 ビデオパネルに表示される参加者の名前を選択します。

ステップ 2 映し出したい参加者を選択します。

•発言中の参加者を写し出して固定するには、[発言中の参加者]を選択します。より大きな声
の発言者にビデオを切り替えて映し出します。

•特定の参加者を写しだして固定するには、[特定の参加者]を選択し、参加者の名前を選択し
ます。発言中の参加者に関係なく、すべての参加者に対し常にこの対象が表示されます。

ステップ 3 [OK]を選択します。

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
48

ビデオの送受信

特定の参加者 1 人を映して固定する



第 14 章

コンテンツ共有

手順

• クイックリファレンス:コンテンツ共有, 50 ページ

• ファイルの共有, 51 ページ

• プレゼンテーション共有でインポートモードを選択する (Windows), 52 ページ

• ツールバーを使ってスライド、ページ、またはホワイトボードを操作する, 52 ページ

• ページまたはスライドを自動進行させる, 53 ページ

• 共有プレゼンテーションでスライドアニメーションおよびトランジションを表示する, 54
ページ

• 共有ファイルまたはホワイトボードに新しいページを追加する, 54 ページ

• スライド、ページ、またはホワイトボードにページを貼り付ける, 55 ページ

• プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボードの保存, 55 ページ

• 保存したドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードを開く, 56 ページ

• プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボードの印刷, 57 ページ

• アプリケーションの共有, 57 ページ
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クイックリファレンス:コンテンツ共有
イベント中プレゼンタはほぼあらゆる形式のファイルを共有することができます。

操作方法主催者およびプレゼンタ

共有 >自分の画面コンピュータ画面上すべて

共有 >ファイル (動画)イベント中に編集を行う必要が無いファイル。

例えばビデオやスライドなどです。

共有 >アプリケーションイベント中に編集を行う必要があるアプリケー

ションおよびファイル。

例えば、新しいアプリケーションのテスト操作

を見せたり、グラフィックツールを使って 3D
モデリングの描画のデモンストレーションを行

うなどがあります。

共有 >ホワイトボードテキストや画像ツールを使えば、他のイベント

参加者たちと余白箇所にハイライトやメモの注

釈を入れたり、または簡単なイラストを描くこ

とが可能です。

共有 >ウェブブラウザ参加者に表示しながら複数のウェブサイトの

ページを移動することができます。しかしエ

フェクト、ビデオ、および音声は再生されませ

ん。

共有 >リモートコンピュータリモートコンピュータ上にあるファイルやアプ

リケーション。Access Anywhereエージェント
がインストールされている必要があります。

例えば出張先から社内のコンピュータにライセ

ンスが紐付けられているアプリケーションを

使ってデモンストレーションを行うなどです。

共有 >マイイベントウィンドウイベントウィンドウ全体ですがそれ以外のコン

ピュータ画面は含まれません。
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操作...主催者およびプレゼンタ

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、

[表示]を選択します。メニューからオプションを選択しま
す。

共有ソフトウェアの標準ウィンドウとフルスク

リーン表示を簡単に切り替えるには、共有ソフ

トウェアをダブルクリックしてください。

ヒント

共有ソフトウェアの表示を操作する

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[<
オプション>の停止]を選択します。例えば、[アプリケー
ション共有の停止]などです。

共有ウィンドウを閉じる

イベントコントロールパネルで [注釈を要求] (ペンアイコ
ン)を選択します。

共有ソフトウェアへの注釈操作を要求する

ツールパネルで [注釈を保存]を選択します。

参加者は、主催者またはプレゼンタから [スク
リーンキャプチャ]権限が与えられていない場
合、このオプションを使用することはできませ

ん。

（注）

注釈の保存

イベントコントロールパネルで [操作権限を要求]を選択
します。

共有ソフトウェアのリモート操作を要求する

ファイルの共有
あなたのコンピュータ上のファイル (ドキュメント、プレゼンテーション、ビデオなど)を共有す
ることができます。参加者はコンテンツビューア内で共有ファイルを表示します。

手順

ステップ 1 [共有 >ファイル (動画)]を選択します。

ステップ 2 単一または複数のファイルを選択し、[開く]を選択して共有します。
すべてのファイルは一度に読み込まれ、ステータスのインジケータがコンテンツエリアとドキュ

メントタブ上に表示されます。共有ファイルがコンテンツビューア中に表示されます。
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プレゼンテーション共有でインポートモードを選択する
(Windows)

インポートモードを変更しても、現在共有しているプレゼンテーションには影響しません。共有

プレゼンテーションに新しいインポートモードを適用するには、一度終了した後に再度共有しな

おす必要があります。

手順

ステップ 1 イベントウィンドウで [Event Center >基本設定]の順に選択します。
イベントオプションのダイアログボックスが表示されます。既定では、[オプション]タブが表示
されています。

ステップ 2 [インポートモード]を選択します。

ステップ 3 Universal Communciation Formatまたはプリンタドライバのいずれかを選択します。

• Universal Communications Format (UCF):既定のモードです。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トランジションを表示します。UCFモードでは、
イベントマネージャはプリンタドライバモードよりも高速にプレゼンテーションをインポー

トすることができます。ただし、異なるプラットフォーム間のイベントマネージャでは、

ページまたはスライドが同じように表示されないことがあります。

Office 2013ユーザーが共有する PowerPointスライドは、UCFモードをサポートしていませ
ん。

•プリントドライバ:共有プレゼンテーションを、印刷した場合と同じように表示します。異な
るプラットフォームのイベントマネージャで、ページやスライドを同じように表示します。

ただし、このモードでは、アニメーションまたはスライドトランジションはサポートしてい

ません。このモードでは、最初のページまたはスライドはすぐに表示されることもあります

が、一般的にすべてのページやスライドをインポートするまでにかかる合計時間は、UCF
モードの場合よりも長くなります。

ステップ 4 [OK]を選択します。

ツールバーを使ってスライド、ページ、またはホワイト

ボードを操作する
コンテンツビューア中の、ページ、スライド、またはホワイトボードの別のページに移動するこ

とができます。共有されている各ドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードが、

コンテンツビューアの上部にあるタブに表示されます。
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手順

ステップ 1 コンテンツビューアで、印刷するドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードの

タブを選択します。

一度に表示しきれない数のタブがある場合は、下矢印ボタンを選択し、タブの一覧を確認するこ

とができます。

ステップ 2 ツールバーでボタンを選択して、表示するページまたはスライドに変更します。

（注） •代わりに、サムネイルビューアを開いて、共有ドキュメント、プレゼンテーショ
ン、またはホワイトボード中の異なるページに移動することもできます。

•ページまたはスライドを、指定した間隔で自動的に進行させることができます。

•プレゼンテーションにアニメーションやスライドトランジションが含まれている場
合、ツールバーまたはキーボードショートカットを使って実行することができま

す。

ページまたはスライドを自動進行させる
コンテンツビューアでドキュメントまたはプレゼンテーションの共有時に、一定の間隔で自動的

にページまたはスライドを進行することができます。ページまたはスライドの自動進行を開始し

たら、任意の時点でそれを停止することができます。

手順

ステップ 1 イベントウィンドウで、ページまたはスライドを自動進行するドキュメントまたはプレゼンテー

ションのタブを選択します。

ステップ 2 [表示 >自動的にページを進める]の順に選択します。

ステップ 3 ページの自動進行の時間の間隔を変更するには、以下のことを実行します:

•上または下ボタンをクリックして間隔を速めたり遅めたりします

•時間間隔を入力する

すべてのページまたはスライドを表示し終わった後、ページまたはスライドの表示を再開始する

場合は、[始めに戻って、引き続きページを進める]チェックボックスを選択します。

ステップ 4 [開始]を選択します。

ステップ 5 (オプション) [自動的にページを進める]ダイアログボックスの右上にある [閉じる]ボタンをクリッ
クして、ダイアログボックスを閉じます。
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ページまたはスライドが、指定した間隔で進められます。

ステップ 6 ページの自動進行を停止するには、ページの自動進行ダイアログページを再度開き、[停止]を選
択します。

共有プレゼンテーションでスライドアニメーションおよ

びトランジションを表示する
コンテンツビューアでMicrosoft PowerPointスライドプレゼンテーションを共有している場合、
PowerPointで [スライドショー]オプションを使用するのと同じように、テキストのアニメーショ
ン化やスライドトランジションを実行できます。

• Office 2013ユーザーが共有する PowerPointスライドは、アニメーションとトランジションを
サポートしていません。代わりに、アプリケーション共有またはデスクトップ共有を使って

ください。

•スライドアニメーションやトランジションを表示するには、プレゼンテーションをUniversal
Communciation Format (UCF)ファイル (.ucf)として共有する必要があります。UCFインポー
トモードでは、共有時に PowerPointファイルが UCFファイルに自動的に変換されます。

• Javaイベントマネージャを使用しているイベントの参加者がいる場合、イベント中にアニ
メーションやスライドトランジションを表示することはできません。イベントのスケジュー

ル時に、イベントの主催者は、参加者がJavaイベントマネージャを使用してイベントに参加
しないよう、未然に防ぐことができます。

手順

ステップ 1 ビューアをクリックして、コンテンツビューアに入力フォーカスを移動します。

コンテンツビューア中のスライドの周りに青い枠線が表示されたら、ビューアに入力フォーカス

があります。

ステップ 2 ツールバー上にある矢印を選択し、プレゼンテーションを進めます。

共有ファイルまたはホワイトボードに新しいページを追

加する
コンテンツビューア内でファイルまたはホワイトボードを共有している場合、注釈用に新しい空

のページを追加することができます。
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手順

ステップ 1 コンテンツビューアで、ページまたはスライドを追加するドキュメント、プレゼンテーション、

またはホワイトボードのタブを選択します。

ステップ 2 [編集 >ページを追加]を選択します。
コンテンツビューア内に、現在選択しているドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイ

トボードの最後に新しいページが表示されます。

複数のページを共有されたファイルまたはホワイトボードに追加したら、サムネイルの

表示を使ってあなたの追加ページを簡単に表示して移動することができます。

ヒント

スライド、ページ、またはホワイトボードにページを貼

り付ける
ビットマップ画像をコンピュータのクリップボードにコピーした場合、その画像をコンテンツ

ビューア中の新しいページ、スライド、またはホワイトボードに貼り付けることができます。

例えば、ウェブページまたはアプリケーションから画像をコピーして、その画像をコンテンツ

ビューアに貼り付ければ、すぐに画像を共有することができます。

手順

ステップ 1 コンテンツビューアで、画像を貼り付けるドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイト

ボードのタブを選択します。

ステップ 2 [編集 >新しいページとして貼り付け]の順に選択します。
コンテンツビューアの、現在選択しているドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイト

ボードの最後に、画像が表示されます。

コンテンツビューアには、GIF、JPEG、BMPまたはTIF画像など、どのような種類の
ビットマップ画像でも貼り付けることができます。ただし、EPSやPhotoshop (PSD)画像
など、その他の種類の画像をコンテンツビューアに貼り付けることはできません。

（注）

プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボー

ドの保存
コンテンツビューア中の任意の共有ドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボード

を保存することができます。保存するファイルには、自分や他の出席者が追加したすべての注釈
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やポインタも含め、現在コンテンツビューアに表示されているドキュメント、プレゼンテーショ

ン、またはホワイトボード中のすべてのページまたはスライドが含まれます。

ファイルは、拡張子 .ucfを持つ Universal Communciation Format (UCF)形式で保存されます。.ucf
は別のミーティングで、またはイベント終了後いつでも開くことができます。

ドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードをファイルに保存したら、その後も

う一度ファイルに上書きしたり、別のファイルに保存することができます。

手順

ステップ 1 新規ドキュメントを保存するには、[ファイル >保存 >ドキュメント]の順に選択します。

ステップ 2 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 3 [ファイル名]ボックスにファイル名を入力します。

ステップ 4 コピーを保存するには [別名で保存 >ドキュメント]の順に選択し、ファイルの新しい名前を入力
するか、ファイルを保存する別の場所を選択します。

保存したドキュメント、プレゼンテーション、またはホ

ワイトボードを開く
コンテンツビューアに表示されているドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボー

ドを保存した場合、次のいずれかの操作ができます:

•別のミーティング中に、共有するためにコンテンツビューアでファイルを開く。プレゼン
タ、または [ドキュメントの共有]権限を持つ参加者のみが、保存したファイルをミーティン
グ中に開くことができます。

•必要なときにコンピュータのデスクトップでファイルを開く。

保存したドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードは、保存した Universal
Communciation Format (UCF)内にあり、拡張子 .ucfを持ちます。

• Office 2013ユーザーが共有する PowerPointスライドは、UCFモードをサポートしていませ
ん。

•開くファイルがあなたのコンピュータのデスクトップ上にある場合は、ダブルクリックをし
てWebExドキュメントビューアで開きます。
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手順

ステップ 1 [ファイル >開いて共有]を選択します。

ステップ 2 目的のドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードファイルを選択します。

ステップ 3 [開く]を選択します。

プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボー

ドの印刷
コンテンツビューア中の任意の共有プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボード

を印刷することができます。共有コンテンツの印刷されたコピーには加えられたすべての注釈と

ポインタが含まれます。

手順

ステップ 1 コンテンツビューアで、印刷するドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードの

タブを選択します。

ステップ 2 [ファイル >印刷 >ドキュメント]の順に選択します。

ステップ 3 使用する印刷オプションを選択し、ドキュメントを印刷します。

コンテンツビューア中の共有コンテンツを印刷する際に、イベントマネージャによって、コンテ

ンツが印刷されるページに収まるようにサイズが調整されます。ただし、ホワイトボードの場合

は、イベントマネージャによってホワイトボード上の破線内のコンテンツだけが印刷されます。

アプリケーションの共有
コンピュータ上の任意のアプリケーションをイベントの参加者と共有することができます。

手順

ステップ 1 [共有 >アプリケーション]の順に選択します。
お使いのコンピュータ上で起動中のすべてのアプリケーションの一覧が表示されます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します:

•共有するアプリケーションが現在動作中の場合は、リストから該当するアプリケーションを
選択し、共有を開始します。
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•共有するアプリケーションが動作していない場合は、[新しいアプリケーション]を選択しま
す。[新しいアプリケーション]ダイアログボックスが表示され、コンピュータ上にあるすべ
てのアプリケーションが一覧表示されます。目的のアプリケーションを選択して、[共有]を
選択します。

参加者の画面上では、共有するアプリケーションは共有ウィンドウ上に表示されます。

ステップ 3 アプリケーションを新たに共有するには、共有したいアプリケーションを選択するだけです:

•そのアプリケーションが現在起動中の場合、[共有]を選択します。

•そのアプリケーションが現在起動していない場合、イベントコントロールパネルから [アプ
リケーション共有]を選択します。

•最小化したアプリケーションを開くには、右上角にある共有中ボタンを使用します。

ステップ 4 複数のアプリケーション間を移動するには、共有ボタンのとなりのドロップダウン矢印を選択し

ます。

ステップ 5 アプリケーション共有を停止するには、共有を停止したいアプリケーションのタイトルバーまた

はイベントコントロールパネルから [停止]を選択します。

高精細な色を表示するアプリケーション

Windows ユーザーのみ

既定では、イベントマネージャは共有ソフトウェアのイメージを 16ビットカラーモードで送信
します。これは、お使いのコンピュータの「HighColor」(16ビット)設定と同等です。このモード
では、ほとんどの共有アプリケーションの色が正確に再現されます。ただし、共有アプリケーショ

ンに細かい色のイメージ (グラデーションなど)が含まれていると、その色は参加者の画面上で正
確には再現されない場合があります。例えば、グラデーションは色の「帯」として表示されます。

共有アプリケーションの色の精度と解像度が重要である場合は、イベントマネージャでTrueColor
モードを有効にします。ただし、このモードを使用すると、アプリケーション共有のパフォーマ

ンスに影響する場合があります。

True Colorモードを使用する場合は、以下のいずれかのオプションを選択できます。

•画質重視 (画像圧縮なし)

•描画速度重視 (一部画像圧縮あり)

「描画速度重視」は画像が参加者の画面に表示される「速度」を、「画質重視」は共有され

る画像の色の「品質」を表しています。

True Colorモードを有効にする前に、モニタ表示が True Color (24bitまたは 32bit colorのいず
れか)に設定されていることを確認してください。モニタのオプションの設定に関する詳細
については、Windowsのヘルプを参照してください。
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Mac ユーザーのみ

アプリケーションまたは自分のデスクトップを共有する前に、次のいずれかのディスプレイモー

ドを選択することができます:

•描画速度重視:既定のモードです。これを選択すると高品質画像モードを使用するのに比べ、
コンテンツをより早く表示することができます。

•画質重視:より優れた画質でコンテンツを表示することができます。このモードでは、描画速
度重視での表示時間に比べいくらか長くなることがあります。

ディプレイモードを変更してもプレゼンテーションまたはドキュメントの共有には影響はあ

りません。

高精細な色を使用するアプリケーションの共有 (Windows)

手順

ステップ 1 現在アプリケーションを共有している場合は、共有セッションを終了します。

ステップ 2 [イベント>イベントオプション]の順に選択します。

ステップ 3 [True Colorモード]タブを選択します。

ステップ 4 [True Colorモードを有効にする]を選択します。

ステップ 5 以下のいずれかのオプションを選択します。

•画質重視

•描画速度重視

ステップ 6 [OK]または [適用]を選択します。

高精細な色を使用するアプリケーションの共有 (Mac)

手順

ステップ 1 イベントウィンドウで [Event Center >基本設定]の順に選択します。

ステップ 2 [表示]を選択します。

ステップ 3 [描画速度重視]または [画質重視]から適切なものを選択します。

ステップ 4 [OK]を選択します。
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メディアビューアでマルチメディアコンテンツを共有す

る
[メディアビューア]パネルの専用のメディアビューアで、ウェブアドレス (URL)に存在するマル
チメディアコンテンツを共有することができます。イベント中の任意の時点で、マルチメディア

コンテンツの共有を終了することもできます。

手順

ステップ 1 マルチメディアコンテンツの共有を開始するには、[共有 >マルチメディア]の順に選択します。
[マルチメディア共有]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [アドレス]ボックスに、共有するマルチメディアコンテンツが含まれる URLを入力します。
[メディアビューア]パネルのメディアビューアに、コンテンツが表示されます。

ステップ 3 現在表示されているコンテンツを新しいコンテンツに置き換えるには:
メディアビューアタイトルバーを右クリックするか (Windows)、または ctrlを選択しながらクリッ
クし、さらに [マルチメディア共有]を選択します。

[アドレス]ボックスに、共有するマルチメディアコンテンツが含まれる URLを入力します。

そのコンテンツがメディアビューアの古いコンテンツと置き換わります。

ステップ 4 マルチメディアコンテンツの共有を停止するには、メディアビューアタイトルバーを右クリック

するか (Windows)、または ctrlを選択しながらクリックし、さらに [マルチメディア共有の停止]
を選択します。

イベント出席者によるリッチメディアファイルの共有を

禁止する
Event Centerの既定では、出席者にイベント中の Universal Communciation Format(UCF)ファイルの
共有を許可します。イベントのスケジュール時の指定で、この機能をオフにすることができます。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページで、[イベントの説明とオプション >その他の UCFオプション]
を選択します。

ステップ 2 [このイベントでは出席者にリッチメディアファイルの共有を許可しない]を選択します。

ステップ 3 次に [イベントをスケジュール]を選択します。
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リッチメディアプレーヤーの確認を参加者に要求する
イベントで Universal Communciation Format (UCF)マルチメディアプレゼンテーションを表示する
予定の場合、イベント参加前の参加者に、各自のコンピュータにリッチメディアプレーヤーがイ

ンストールされているかどうか、確認を求めることができます。

手順

ステップ 1 [イベントをスケジュール]ページで、[イベントの説明とオプション >その他の UCFオプション]
を選択します。

ステップ 2 [出席者にリッチメディアプレーヤーの確認を要求]を選択します。

ステップ 3 [イベントをスケジュール]を選択します。
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第 15 章

Event Center でのリモートコンピュータ共有

• リモートコンピュータ共有について, 63 ページ

• リモートコンピュータ共有の開始, 64 ページ

• 共有リモートコンピュータ上で新規にアプリケーションを共有する, 65 ページ

• リモートコンピュータ共有の停止, 65 ページ

• 共有リモートコンピュータの管理, 66 ページ

リモートコンピュータ共有について
プレゼンタがすべてのイベントの参加者にリモートコンピュータを表示するには、リモートコン

ピュータ共有を使用します。リモートコンピュータの設定方法に応じて、プレゼンタはデスクトッ

プ全体を表示したり、特定のアプリケーションだけを表示することができます。リモートコン

ピュータ共有は、リモートコンピュータのみで利用できるアプリケーションやファイルを参加者

に見せるのに便利です。

参加者は、各自の画面上の共有ウィンドウ中から、プレゼンタのすべてのマウス動作を含むリモー

トコンピュータを参照することができます。

プレゼンタは次の状況においてイベント中にリモートコンピュータを共有できます:

•すでにリモートコンピュータに Access Anywhereエージェントがインストール済みである

•イベントに参加する前に、Event Centerウェブサイトにログインしている (もしあなたが本来
のイベント主催者でない場合)。
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（注） •あなたが元のイベント主催者ではない場合、リモートコンピュータを共有したいイベン
トに参加する前に、Event Centerウェブサイトにログインしてください。イベントにすで
に参加していて、サイトにログインしていない場合は、イベントから退出し、サイトに

ログインしてから再度イベントに参加してください。

•リモートコンピュータ上で、パスワード保護されているスクリーンセーバーが動作して
いる場合、アクセスコードまたはパスコードを入力すると、イベントサービスによりス

クリーンセーバーが自動的に解除されます。

•リモートコンピュータがWindows 2000を実行中にそのコンピュータにログインまたは
ロックを解除する必要がある場合は、Ctrl+Alt+Delコマンドを当該コンピュータに送信し
てください。

•複数のアプリケーションにアクセスできるようにリモートコンピュータを設定している
場合は、他のアプリケーションを同時に共有することができます。

リモートコンピュータ共有の開始
すでに Access Anywhereがコンピュータに設定してある場合、ミーティング中にコンピュータを
共有することができます。

手順

ステップ 1 [共有 >リモートコンピュータ]の順に選択します。
[Access Anywhere]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [リモートコンピュータ]から共有するコンピュータを選択します。

ステップ 3 [アプリケーション]から、共有するアプリケーションを選択します。
デスクトップ全体にアクセスできるようにリモートコンピュータを設定している場合は、[アプリ
ケーション]の下に [デスクトップ]オプションが表示されます。

ステップ 4 [接続]を選択します。
AccessAnywhereをコンピュータに設定したときに選択した認証方法により、以下の役割のいずれ
かを実行します:

•アクセスコードの認証を選択した場合:リモートコンピュータ設定時に指定したアクセスコー
ドを入力します。

•電話認証を選択した場合:リモートコンピュータ設定時に指定した番号に電話がかかってきま
す。

ステップ 5 認証を完了します。
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•アクセスコードの認証を選択した場合:ボックスにアクセスコードを入力した後、[OK]を選
択します。

•電話認証を選択した場合:画面の指示に従って作業を行います。

共有リモートコンピュータ上で新規にアプリケーション

を共有する
デスクトップ全体ではなく、特定のアプリケーションに対してだけアクセスできるように設定し

たリモートコンピュータの共有時に、リモートコンピュータ上の他のアプリケーションを共有す

ることができます。イベント参加者は、すべての共有アプリケーションを同時に表示することが

できます。

手順

ステップ 1 イベントコントロールパネルで、下矢印ボタンをクリックしてください (イベントコントロールパ
ネルの最後のボタン)そして、[リモートアプリケーション共有]を選択します。

ステップ 2 [アプリケーションの選択]ボックスで、共有したいアプリケーションを選択してください。
共有する別のアプリケーションを選択した後も、以前選択したすべてのアプリケーションは開い

たままになります。

ステップ 3 [OK]を選択します。

リモートコンピュータ共有の停止
イベント中はいつでもリモートコンピュータの共有を終了することができます。リモートコン

ピュータの共有を停止すると、AccessAnywhereサーバーにより、ローカルコンピュータがリモー
トコンピュータから切断されます。リモートコンピュータは Access Anywhereサーバーにそのま
まログインされている状態なので、いつでも再度アクセスすることができます。

手順

ステップ 1 リモートコンピュータのプライバシーやセキュリティを保護するために、次のいずれかの作業を

行います:

•共有セッション中に開始したアプリケーションをすべて閉じる。
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•スクリーンセーバーのパスワードを指定し、非アクティブ状態が一定時間続いたらスクリー
ンセーバーを表示するように設定します。

•もう一度リモートアクセスする予定がない場合は、コンピュータをシャットダウンします。

ステップ 2 イベントコントロールパネルで、[共有を停止]を選択します。
共有が停止され、イベントマネージャに戻ります。

共有リモートコンピュータの管理
イベントでリモートコンピュータを共有中、オプションを指定したりコマンドを送信することで

リモートコンピュータを管理することができます。

リモートコンピュータに対して行ったオプションの変更は、現在の共有セッション中にのみ影響

します。この変更が、AccessAnywhereエージェントの基本設定であなたがリモートコンピュータ
のために設定した既定のオプションに影響することはありません。

操作機能

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[このコンピュータに
合わせて画面解像度を調節する]を選択します。

リモートコンピュータの画面解像度を

下げる

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[キーボードとマウス
を無効にする]を選択します。

リモートコンピュータのキーボードと

マウスを有効または無効にする

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[キーボードとマウス
を無効にする]を選択します。

メニューから表示オプションを選択します。

共有リモートコンピュータの表示サイ

ズを調節する

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[スクリーンをブラン
クにする]を選択します。

リモートコンピュータの画面の内容を

表示または非表示にする

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[Ctrl+Alt+Delを送信
する]を選択します。

Ctrl+Alt+Delコマンドを送信してリモー
トコンピュータのログイン、ログアウ

ト、ロック、ロック解除する

イベントコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[リモートアプリケー
ション共有]を選択します。

利用可能なアプリケーション一覧から共有したいアプリケーションを選択し

ます。

リモートコンピュータで共有する別の

アプリケーションを選択する
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第 16 章

参加者の関心度トラッキング

手順

• 参加者の関心度トラッキング, 67 ページ

• 関心度のトラッキングを有効または無効にする (Windows), 68 ページ

• 関心度のトラッキングを有効または無効にする (Mac), 68 ページ

• 注目度のトラッキング権限を与える, 68 ページ

参加者の関心度トラッキング
イベント中に出席者があなたのプレゼンテーションに関心を持っているかどうか簡単に確認でき

ます。関心度インジケータが出席者の状態を示してくれます。

•ウィンドウが最小化されている

•イベントウィンドウの前面でインスタントメッセージ (IM)ウィンドウなどの別のウィンドウ
が開かれている

イベント終了後、レポートを生成して各出席者の関心度のデータを取得することができます。レ

ポートには各出席者の以下の情報が含まれます:

•注目時間/出席時間の割合:出席者がイベントに滞在していた時間を基に算出した関心度

•注目/トレーニングセッション時間 (長さ)の割合:イベントの時間 (長さ)を元に算出した感心
度

主催者とパネリストが練習セッションを実行している時は、関心度インジケータは利用でき

ません。
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関心度のトラッキングを有効または無効にする (Windows)

手順

ステップ 1 [イベント >オプション]の順に選択します。

ステップ 2 [コミュニケーション]タブから [関心度のトラッキング]を選択します。

関心度のトラッキングを有効または無効にする (Mac)
[関心度]トラッキングオプションが利用できない場合、サイト管理者に連絡してください。

手順

ステップ 1 [Event Center >基本設定]を選択します。

ステップ 2 [ツール]を選択します。

ステップ 3 [関心度のトラッキング]を選択します。

ステップ 4 [OK]を選択します。

注目度のトラッキング権限を与える
既定では、イベントのパネリストは注目度インジケータを参照する権限があります。イベント中

はいつでもこの権現を変更することができます。

手順

ステップ 1 [参加者]メニューの [権限の割り当て >パネリスト]を選択します。

ステップ 2 あなたがMacを使用する場合は、[通信]タブを選択します。

ステップ 3 目的により [関心度トラッキング]を解除または選択します。
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第 17 章

投票の管理

手順

• 投票係を指名する, 69 ページ

• 質問作成の概要, 70 ページ

• 質問の作成 (Windows), 70 ページ

• 質問の作成 (Mac), 71 ページ

• 質問の編集, 71 ページ

• 投票中にタイマーを表示する, 72 ページ

• 投票結果のオプションを指定する, 72 ページ

• 投票の開始, 73 ページ

• 参加者と投票結果を共有する, 74 ページ

• イベント中に投票質問を保存する, 74 ページ

• 投票結果を保存する, 74 ページ

• 投票用の質問ファイルを開く, 75 ページ

• 投票のクイックリファレンス, 76 ページ

投票係を指名する
あなたが主催者の場合、イベント開始時の既定で投票係になっています。投票係の役割はパネリ

ストに割り当てることができます。
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手順

ステップ 1 [参加者]パネルで、投票係として指名するパネリストの名前を選択します。

ステップ 2 [参加者]メニューから [役割の変更 > 投票係]の順に選択します。
指名されたパネリストの [投票]パネルで、投票機能を利用できるようになります。

質問作成の概要
投票を行うには、まず投票用の質問を用意する必要があります。投票用の質問は、次の方法で作

成することができます。

• WebEx投票用質問エディタ:WebEx投票用質問エディタこのスタンドアロンバージョンの
[WebEx投票用質問エディタ]で、イベント外で投票用の質問を作成、保存し、それらをイベ
ント中に開くことができます。

エディタをダウンロードするには、左側のナビゲーションバー上にある [サポート >ダウン
ロード]の順に選択し、[ダウンロード]ページに移動します。

•イベント中の投票パネル:イベント中の時間を節約するため、イベントをスケジュール済み時
間より早く開始して、[投票]パネルで質問を作成、保存し、実際のイベント中にそれらを開
くことができます。

質問の作成 (Windows)

手順

ステップ 1 イベント中に [WebEx投票用質問エディタ]または [投票]パネルを開きます。
[WebEx投票用質問エディタ]と [投票]パネルは、デスクトップから [開始 >プログラム > WebEx]
にアクセスして開始します。

ステップ 2 [質問]セクションで、質問の種類を選択します:

•複数回答の質問を作成するには、[複数選択 >複数回答]の順に選択します。

•単一回答の質問を作成するには、[複数選択 >単一回答]の順に選択します。

•記述式の質問を作成するには、[記述式]を選択します。

ステップ 3 [新規]を選択して質問の種類を選択します。

ステップ 4 [正解]セクションで [追加]を選択し、正解を入力します。別の正解を入力する場合は、[追加]を
選択します。
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質問と回答が [投票用の質問]領域に表示されます。

ステップ 5 質問を追加するには、手順 2～4を繰り返します。

質問の作成 (Mac)

手順

ステップ 1 ミーティング中に [投票]パネルを開く。

ステップ 2 [質問の追加]アイコンを選択して質問のタイプを選択します。

ステップ 3 [回答の追加]アイコンを選択して回答のタイプを選択します。

ステップ 4 回答を更に追加するには、手順の 3を繰り返します。

ステップ 5 質問を更に追加するには、手順の 2を繰り返します。

ステップ 6 質問の種類を変更するには、特定の質問の下に表示される [ここを選択して質問の種類を変更す
る]というテキストを選択し、次のいずれかを実行します:

•複数回答の質問を作成するには、[複数回答]を選択します。

•単一回答の質問を作成するには、[単一回答]を選択します。

•記述式の質問を作成するには、[記述式]を選択します。

質問の編集

手順

ステップ 1 質問の形式を変更するには:

•質問を選択して選択し、[質問]セクションで新しい質問の形式を選択します。

• [形式の変更]を選択します。

ステップ 2 入力した質問または回答を編集するには:

•質問や回答を選択し、[編集]アイコンを選択します。

•変更を行います。

ステップ 3 質問または回答を削除するには:
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•質問や回答を選択し、[削除]アイコンを選択します。

ステップ 4 質問や回答を再度配置するには:

•質問や回答を選択し、必要に応じて [上へ]アイコンまたは [下へ]アイコンを選択します。

ステップ 5 質問全体を削除するには、[すべて削除]を選択します。
質問を保存していない場合、保存するかどうかを問い合わせるメッセージボックスが表示されま

す。

投票中にタイマーを表示する
投票が進行中のときに参加者と自分にタイマーが表示されるよう指定することができます。

手順

ステップ 1 [投票オプション]ダイアログボックスを開きます。

• Windowsを使用する場合、[投票]パネルの下部にある [オプション]を選択します。

• Macを使用する場合は、[投票]パネルの右下で [オプション]アイコンを選択します。

ステップ 2 表示されるダイアログボックスで [表示]を選択し、[アラーム]ボックスに時間を入力します。

ステップ 3 [OK]を選択します。

投票結果のオプションを指定する
投票結果には、各回答の応答数および各回答を選択した参加者の割合を含めることができます。

投票用の質問を用意するときに、各回答の割合が次のいずれかを基準にするように選択できます:

•投票に応じていない参加者も含めたイベントへの参加者の総数

•少なくとも一つは投票に回答した出席者数

手順

ステップ 1 [投票オプション]ダイアログボックスを開きます。

• Windowsを使用する場合、[投票]パネルの下部にある [オプション]を選択します。
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• Macを使用する場合は、[投票]パネルの右下で [オプション]アイコンを選択します。

ステップ 2 これらのどちらかまたは両方のオプションを選択します:

•無回答を含む:投票結果に投票のどの回答にも応答していない「無回答者」が含まれるように
指定します。

•応答の数を表示する:各回答の投票結果が投票の参加者総数からの応答数を示すように指定し
ます。

投票における出席者総数は、[投票のオプション]ダイアログボックスで [無回答を含む]を選
択するかどうによって、イベントへのすべての出席者または投票に応じた出席者のみになり

ます。[無回答を含む]を無効にしている場合、投票結果における各回答の割合は、投票に応
じた出席者のみを基準にします。

ステップ 3 [OK]を選択します。

投票の開始
投票用の質問の用意が完了したら、投票を開始することができます。

はじめる前に

質問をあらかじめ作成し、保存している場合は、まず [投票]パネルでそれを開く必要があります。

手順

ステップ 1 [投票]パネルに投票用の質問を表示する(まだしていない場合)。

ステップ 2 [投票開始]を選択します。
参加者の [投票]パネルに質問が表示されます。ここで参加者は投票の質問に答えることができま
す。

参加者が質問に回答するにつれて、[投票]パネルで投票の状況を見ることができます。

ステップ 3 時間が終了になったら [投票終了]を選択します。
タイマーを指定していて投票が時間切れになると、投票は自動的に終了します。

以降、参加者が回答することはできません。

投票を終了したら、投票結果を参照したり、必要に応じて参加者と共有することができます。
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参加者と投票結果を共有する
投票を終了した後、投票結果を参加者と共有することができます。

イベント中に共有できる投票結果は匿名で表示されます。しかし、EventCenterでは各参加者から
の回答を記録し、グループ結果に加え、個人または各グループの結果を保存することができます。

手順

ステップ 1 [投票]パネルの [出席者と共有]セクションで、[投票結果]を選択します。

ステップ 2 [適用]を選択します。
投票結果は、自分の [投票]パネルに表示されるのと同じように、各参加者の [投票]パネルに表示
されます。

[結果]列は各回答を選択した出席者の割合を示します。[棒グラフ]欄は [結果]欄の各割合をグラ
フィックで表しています。

イベント中に投票質問を保存する
イベント中に投票用の質問を作成したら、それを.atpファイル形式で保存できます。そのファイル
はどのイベントからでも開くことができます。

手順

ステップ 1 [ファイル >保存 >投票用質問]の順に選択します。

ステップ 2 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 3 ファイル名を入力します。

ステップ 4 [保存]を選択します。
イベントマネージャにより、投票用の質問が指定した場所のファイルに保存されます。投票用の

質問ファイルの名前には拡張子 .atpが付けられます。

投票結果を保存する
投票を締め切った後、回答をこれらの方法により保存することができます:

•テキストファイルのグループの結果:.txtファイル内に各回答を選択した出席者の割合を保存
します。
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•テキストファイルの各出席者の結果:グループ結果に加えて、各出席者からの回答を .txtファ
イルに保存します。

• CSVグループの結果:.csvファイル内に各回答を選択した出席者の割合を保存します。

• CSV各出席者の結果:グループ結果に加えて、各出席者からの回答を .csvファイルに保存し
ます。

手順

ステップ 1 まだ投票を終了していない場合は、投票を終了します。

ステップ 2 [ファイル >保存 >投票結果]の順に選択します。
複数の投票を単一ファイルに保存するには、[保存 >全員の投票結果]の順に選択します。

ステップ 3 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 4 ファイル名のドロップダウンリストへ、ファイル名を入力します。

ステップ 5 保存タイプのドロップダウンリストへ、結果を保存したい形式を選択します。

ステップ 6 [保存]を選択します。
これで、ファイルを開くだけで投票結果を表示することができます。

Event Centerは、投票用の質問、グループおよび個人の結果を 2分置きに、コンピュー
タの既定のフォルダ C:\Docments and Settings\<$USER ROOT$>\My
Documents\WebExへ自動的に保存します。イベントの開始時、フォルダが存在しな
いか作成できない場合には、C:\My WebEx Docmentsフォルダが代わりになります。
投票用の質問または結果をなくしてしまった場合は、指定のフォルダ内に復活させる

か、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ヒント

投票用の質問ファイルを開く
投票用の質問をファイルに保存した場合、そのファイルを開いて投票パネルに質問を表示するこ

とができます。

イベント中にのみ投票用質問ファイルを開くことができます。

手順

ステップ 1 [ファイル >投票開始]の順に選択します。

ステップ 2 目的の投票用の質問ファイルを選択します。

投票用の質問ファイルの名前には、拡張子 .atpが付けられます。

ステップ 3 [開く]を選択します。
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[投票]パネルに投票用の質問が表示されます。これで、参加者に対して投票を開くことができま
す。

投票のクイックリファレンス

操作Task

質問を選択したら、[質問]セクションで新しい
質問の形式を選択し、さらに [形式の変更]を選
択します。

質問の形式を変更するには:

質問または正解を選択し、[編集]アイコンを選
択します。

質問または正解を編集する

質問または正解を選択し、[削除]アイコンを選
択します。

質問または正解を削除する

質問または正解を選択し、必要に応じて [上へ]
アイコンまたは [下へ]アイコンを選択します。

質問または正解を再度配置する

[すべて削除]を選択します。すべての質問を削除する

1 [投票のオプション]ダイアログボックスが表
示された場合は、次のいずれかの作業を行

います。

• Windows:[投票]パネルの下部にある [オ
プション]を選択します。

• Mac:[投票]パネル右下角にある [オプ
ション]アイコンを選択します。

2 [表示]を選択し、[アラーム]ボックスに時間
を入力したら [OK]を選択します。

投票中にタイマーを表示する

1 投票用質問が [投票]パネルに表示される [投
票開始]を選択します。

2 投票が終了したら [投票終了]を選択します。
時間を指定している場合、投票は自動的に

終了します。

投票の開始
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操作Task

[出席者と共有する]セクションで[投票結果]お
よび [個別の結果 and then select Apply.

参加者と投票結果を共有する

[ファイル >保存 >投票用質問]の順に選択して
プロンプトに従い操作します。

イベント中に投票を保存する

[ファイル >保存 >投票用質問]の順に選択して
プロンプトに従い操作します。

複数の投票結果を単一ファイルとして保存する

には、[保存 >すべての投票結果]の順に選択し
ます。

投票結果を保存する

[ファイル >投票用質問を開く]の順に選択して
プロンプトに従い操作します。

投票用質問ファイルを開き、[投票]パネルに質
問を表示する

1 [投票]パネルの下部にある [オプション]を
選択します。

2 単一または複数を選んで投票結果に追加し

ます:

• [無回答を含む]を選択すれば未回答も
含まれます。

• [応答数の表示]を選択すれば回答済み
出席者数と出席者数の両方が表示され

ます。回答者のみを含める場合は [無回
答を含む]にチェックを入れないでくだ
さい。

投票結果のオプションを指定する
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第 18 章

質問と回答のセッションの開催

手順

• Q&Aのオンオフ, 79 ページ

• Q&Aセッションのプライバシー表示を設定する, 80 ページ

• Q & Aセッションの割り当て, 80 ページ

• 質問の優先順位の設定, 81 ページ

• 質問に答える, 81 ページ

• 質問にプライベートで答える, 82 ページ

• 質問の保留, 82 ページ

• 質問の却下, 83 ページ

• Q&Aセッションで質問をする, 84 ページ

Q&A のオンオフ
イベント中に [Q&A]を使用するには、[Q&A]オプションがオンになっているか確認してくださ
い。[Q & A]オプションは必要に応じていつでもオフにできます。

手順

ステップ 1 [イベント]ウィンドウで次の操作を行います:

• Windows:[イベント >オプション >コミュニケーション]の順に選択します。
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• Mac:[Event Center >基本設定 >ツール]の順に選択します。

ステップ 2 [Q & A]にチェックを入れ、または解除し、それから [OK]を選択します。

Q&A セッションのプライバシー表示を設定する
イベント内にパネリストと出席者のプライバシーを保護するため、質問と回答が公開されるとき

の出席者の [Q&A]パネルでの以下の情報の非表示または表示を指定できます:

•質問を送信した出席者の名前

•回答を送信したパネリストの名前

•質問と回答それぞれのタイムスタンプ

出席者とパネリストの名前およびタイムスタンプは、パネリストの [Q&A]パネルには常に
表示されます。

手順

ステップ 1 これらのいずれかの手順に従い、[出席者オプション]ダイアログを開きます:

• Windows:[Q&A]パネルのタイトルバーを右クリックして、[出席者オプション]を選択しま
す。

• Mac:[ctrl]を押しながらクリックし、[出席者オプション]を選択します。

ステップ 2 表示されるダイアログボックスで、出席者に対して表示するオプションを選択した後、[OK]を選
択します。

Q & A セッションの割り当て
質問を自分や別のパネリストに割り当てることができます。指定されたパネリストの [自分のQ&
A]タブに、割り当て済みというテキストと共に質問が表示されます。

手順

ステップ 1 次の方法で割り当てたい質問のメニューオプションにアクセスします:

• Windows:質問を右クリックします。
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• Mac:[ctrl]を選択して質問を選択します。

ステップ 2 [割り当てる]から割り当てたいユーザーを指定します。

•同時に複数の質問を割り当てるには、Ctrlキーを押しながら質問を選択します。

•割り当てられた質問に回答しても、割り当て済みのテキストは表示されたままです。

•出席者の [Q&A]パネル上には割り当て済みというテキストは表示されません。

質問の優先順位の設定
Q&Aパネルで受け取ったすべての質問に、高、中、低の優先順位を設定することができます。優
先順位を決定した質問が [優先順位済み]タブに表示されます。

手順

ステップ 1 次の方法で割り当てたい質問のメニューオプションにアクセスします:

• Windows:質問を右クリックします。

• Mac:[ctrl]を選択して質問を選択します。

ステップ 2 [優先順位] > [高、中、低]の順に選択します。
質問の優先順位を設定すると、Q&Aパネルの左側に三角のアイコンを示す欄が表示されます。優
先順位を設定したい質問の三角のアイコンを選択し、[高]、[中]または [低]を選択します。

ステップ 3 質問から順線順位を削除するには、削除する質問の四角のアイコンを選択し、[消去]を選択しま
す。

質問に答える
回答のプライベート送信を選択しない限り、質問に対する回答はすべての参加者の [Q&A]パネル
に表示されます。

手順

ステップ 1 [Q & A]パネルで、質問を受け取った任意のタブで質問を選択します。

ステップ 2 テキストボックスに回答を入力します。
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あなたの回答を送信する前に編集するには、編集する箇所をハイライト選択し、そのハイライト

されたテキスト箇所を右クリック (Windows)または ctrlを押しながらクリック (Mac)します。表
示されるメニューに編集コマンドがあります。

ステップ 3 回答の入力が終了したら、[送信]をクリックします。
すべてのパネリストと出席者の [Q&A]パネルに、回答が表示されます。質問の横の Qがオレン
ジ色から青色に変わるため、どの質問がすでに回答済みかが一目でわかります。

質問に口頭で回答済みである場合、標準の応答を送信することができます:この質問には口頭で回
答済みです.質問を右クリック (Windows)または ctrlを押しながらクリック (Mac)して [口頭で回答
済み]を選択します。

質問にプライベートで答える
以下の参加者はあなたのプライベートな回答を見ることができます。

•質問を送信した出席者

•すべてのパネリスト

手順

ステップ 1 [Q&A]パネルで、質問を受け取った任意のタブで質問を選択し、[プライベートに送信]を選択し
ます。

ステップ 2 表示されるダイアログボックスのテキストボックスに回答を入力します。

ステップ 3 入力した回答をすべてのパネリストに対する標準のプライベート用の回答に使用する場合は、[保
存]または [既定値として保存]を選択します。

ステップ 4 [送信]を選択します。

質問の保留
Q & Aセッションから標準の回答またはカスタマイズした回答を使って質問を保留することがで
きます。標準的な返答は:お問い合わせありがとうございます。ご質問への回答は保留されていま
すが、キュー内に保管されています。もうしばらくしてからパネリストが質問にお答えます。

質問の保留時に次の参加者は見ることができます:

•質問を送信した出席者

•すべてのパネリスト
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手順

ステップ 1 質問を受け取ったいずれかのタブで、質問を右クリックし、[保留]を選択します。
同時に複数の質問を保留するには、Ctrlキーを押しながら質問を選択するか、マウスで右クリッ
クして、[保留]を選択します。

[プライベートに応答]ダイアログボックスが表示され、標準の保留の返答が示されます。

ステップ 2 (オプション)標準の回答をカスタマイズするには、[カスタム]を選択し、テキストボックスでテ
キストを編集します。

ステップ 3 (オプション)カスタマイズした返答をすべてのパネリストに対する標準の保留の返答として保存
するには、[保存] (Windows)あるいは [既定値として保存] (Mac)を選択します。

ステップ 4 [送信]を選択します。

質問の却下
Q&Aセッションでは、標準の返答またはカスタマイズされた返答を使いながら質問を却下できま
す。標準的な返答は:お問い合わせありがとうございます。質問ありがとうございます。パネリス
トは、ご要望の情報を提供することができません。

質問の却下時に次の参加者は見ることができます:

•質問を送信した出席者

•すべてのパネリスト

手順

ステップ 1 質問を受け取ったいずれかのタブで、質問を右クリックし、[却下]を選択します。
同時に複数の質問を却下するには、Ctrlキーを押しながら質問を選択し、マウスで右クリックし
て、[却下]を選択します。

[プライベートに応答]ダイアログボックスが表示され、標準の [却下]回答が示されます。

ステップ 2 (オプション)標準の回答をカスタマイズするには、[カスタム]を選択し、テキストボックスでテ
キストを編集します。

ステップ 3 カスタマイズした返答をすべてのパネリストに対する標準の保留の返答として保存するには、[保
存] (Windows)あるいは [既定値として保存] (Mac)を選択します。

ステップ 4 [送信]を選択します。

ステップ 5 確認メッセージボックスで [はい]を選択します。
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Q&A セッションで質問をする
イベント中、[Q&A]セッションですべてのパネリストまたは特定のパネリストに質問を送信でき
ます。

手順

ステップ 1 [Q&A]パネルを開きます。

ステップ 2 [Q&A]パネルにあるテキストボックス中に質問を入力します。

ステップ 3 (オプション)質問を編集するには、編集するテキストを強調表示し、右クリック (Windows)ある
いは [ctrl]を選択し、メニュー中の編集コマンドを使用します。

ステップ 4 [質問]ドロップダウンリストから受信者を選択し、[送信]を選択します。
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第 19 章

パネリストオプションの管理

手順

• パネリストの指名, 85 ページ

• パネリストの役割と権限, 85 ページ

• パネリストにドキュメントのアップロードを許可する, 86 ページ

パネリストの指名
イベント中に、任意の出席者をパネリストに指名することができます。さらにパネリストはいつ

でも変更することができます。

手順

ステップ 1 [参加者]パネルで [すべての出席者の表示]を選択します。
[出席者の一覧]が表示されます。

ステップ 2 パネリストとして指名する出席者の名前を選択し、[パネリストに指名]を選択します。
出席者の名前がパネリスト一覧に表示されます。

パネリストの役割と権限
イベント中に、主催者は任意の出席者をパネリストに指名することができます。パネリストは、

プレゼンタの支援とプレゼンテーションへの参加を主に担当する参加者です。任意の数の出席者

をパネリストにすることができます。
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パネリストはイベント中に次の操作を行うことができます。

•他の出席者が聞くディスカッションに参加する

• Q&Aセッションで主題に関するエキスパートの役割を果たす

• Q & Aセッションで出席者からの質問を確認して回答する

•公開およびプライベートなチャットメッセージに応答する

•練習セッションに参加する

•共有ドキュメントに注釈を加える

•プレゼンタがパネリストに注釈機能の利用を許可している場合に、共有アプリケーション、
ウェブブラウザ、およびデスクトップに注釈を付ける

•投票係になって投票を管理する

•フィードバックを参照する

•イベントを録画する

•チャットメッセージをファイルに保存する

•プレゼンタが公開したファイルのダウンロード

パネリストにドキュメントのアップロードを許可する
パネリストが [パネリスト用の入り口]ページからドキュメントやプレゼンテーションをアップロー
ドすることで、主催者に提供できるように、イベントのスケジュール時に指定することができま

す。パネリストがアップロードしたファイルは、[イベント情報]ページとEventCenterウェブサイ
トの主催者の個人用フォルダに表示されます。その後、イベント開始前にファイルをダウンロー

ドしたり、整理したりすることができます。

手順

ステップ 1 パネリストにドキュメントのアップロードを許可するには:
[イベントをスケジュール]ページまたは [イベントの編集]ページで、[プレゼンタとパネリスト]
に移動します。

[パネリストにイベントに関連するドキュメントのアップロードを許可]チェックボックスを選択
します。

ステップ 2 イベント参加前にパネリストによりアップロードされたファイルを閲覧、ダウンロード、または

再編するには、[マイWebEx >マイファイル >フォルダ]の順に選択します。

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
86

パネリストオプションの管理

パネリストにドキュメントのアップロードを許可する



第 20 章

ファイルおよび連絡先情報の管理

手順

• 連絡先情報の管理, 87 ページ

• ファイルから連絡先情報をアドレス帳にインポートする, 88 ページ

• 連絡先情報を .csvファイルでエクスポートする, 89 ページ

• アドレス帳から配信リストを作成する, 89 ページ

• 個人用フォルダ中のファイルの管理, 90 ページ

連絡先情報の管理
個人用のオンラインアドレス帳を管理し、アドレス帳に連絡先に関する情報を追加したり、配信

リストを作成したりすることができます。ミーティングのスケジュール時に、個人アドレス帳に

ある連絡先や配信リストのメンバーをすみやかに招待することができます。また、設定により、

WebExサイトの企業アドレス帳にある連絡先の相手を招待することもできます。

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイ連絡先]の順に選択します。

ステップ 2 [表示]リストで [個人連絡先]を選択します。

ステップ 3 個人アドレス帳に連絡先を追加するには、次の方法があります:

• [連絡先を追加]を選択して連絡先の情報を 1つずつ指定する。

WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)    
87



• [インポート]を選択してカンマ区切り値またはタブ区切り値ファイル (.csv)から連絡先情報
(ファイルから連絡先情報をアドレス帳にインポートする, （88ページ）)をインポートしま
す。

ステップ 4 個人アドレス帳中の任意の連絡先や配信リストの情報を編集したり削除することができます。

ステップ 5 [検索]フィールドにテキストを入力し、[検索]を選択して個人連絡先帳から連絡先を見つけます。

ステップ 6 アドレス帳から配信リスト (アドレス帳から配信リストを作成する, （89ページ）)を作成しま
す。

ステップ 7 連絡先を削除するには、1つ以上の連絡先を選択してから [削除]を選択します。

ファイルから連絡先情報をアドレス帳にインポートする
カンマ区切り値 (.CSV)形式のファイルから情報をインポートすることにより、複数の連絡先情報
を一度に個人アドレス帳に追加することができます。CSV形式のほとんどのスプレッドシートお
よびメールプログラムから情報をエクスポートできます。

手順

ステップ 1 インポートしたいアプリケーションで .csvファイルを生成するか、WebEx連絡先ページから.csv
ファイル (連絡先情報を .csvファイルでエクスポートする, （89ページ）)をエクスポートし、同
じ形式で編集することでさらに追加することができます。

ステップ 2 [マイWebEx >マイ連絡先]の順に選択します。

ステップ 3 [表示]リストで、[個人連絡先]を選択します。

ステップ 4 [インポート元]ドロップダウンリストで、[カンマまたはタブ区切りファイル]を選択します。

ステップ 5 [インポート]を選択します。

ステップ 6 新しい連絡先情報を追加した .csvファイルを選択します。

ステップ 7 [開く]を選択します。

ステップ 8 [ファイルのアップロード]を選択します。
[個人連絡先の表示]ページが表示されます。ここで、インポートする連絡先情報を確認できます。

ステップ 9 [送信]を選択します。
確認のメッセージが表示されます。

ステップ 10 [はい]を選択します。

ステップ 11 追加または更新した連絡先情報にエラーがある場合、連絡先情報がインポートされなかったこと

を示すメッセージが表示されます。
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連絡先情報を .csv ファイルでエクスポートする
連絡先情報をCSVファイルで保存することで他のアプリケーションにインポートしたり、または
連絡先を追加してインポートするために使用するCSVファイルテンプレートを生成することがで
きます。ファイルから連絡先情報をアドレス帳にインポートする, （88ページ）を参照してくだ
さい。

新しい連絡先を追加する場合、UIDフィールドは空欄にしてください。.csvファイルの各フィー
ルドについては次を参照してください。連絡先情報の CSVテンプレートについて

ヒント

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイ連絡先]の順に選択します。

ステップ 2 [表示]リストで、[連絡先]を選択します。

ステップ 3 [エクスポート]を選択します。

ステップ 4 .csvファイルをコンピュータに保存します。

ステップ 5 保存した .csvファイルを、Microsoft Excelなどのスプレッドシートプログラムで開きます。

ステップ 6 (オプション)連絡先情報がファイルに含まれていれば、それを削除できます。

ステップ 7 .csvファイルに新規連絡先に関する情報を指定します。

ステップ 8 .csvファイルを保存します。

アドレス帳から配信リストを作成する
個人アドレス帳で配信リストを作成することができます。配信リストは、共通の名称が設定され

た複数の連絡先を含むグループで、個人連絡先リストに表示されます。例えば、営業部と言う名

前の配信リストを作成し、このリストに営業部門のメンバーの連絡先をまとめることができます。

部門のメンバーをミーティングに招待する場合、各メンバーを個別に選択する代わりに、グルー

プを選択することができます。
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手順

ステップ 1 [マイWebEx >連絡先 >配信リストに追加]の順に選択します。

ステップ 2 グループの名前と説明を入力します。

ステップ 3 [メンバー]で連絡先の名前を入力して検索するかまたは選択します、あるいは、全員を選択して
パーソナル連絡先リストに追加します。

ステップ 4 新しいグループを追加するには、[連絡先の追加]を選択します。

ステップ 5 左のボックスで、配信リストに追加する連絡先を選択し、[追加]を選択します。

ステップ 6 配信リストに連絡先を追加する作業が終わったら、[追加]を選択してリストを作成します。
個人連絡先リストでは、新しい配信リストの左側に [配信リスト]インジケータが表示されます:リ
スト名を選択して編集を行います。

個人用フォルダ中のファイルの管理
ユーザーアカウントにはウェブサイト上にファイルを保存するための個人用の記憶域が用意され

ています。これらのファイルは [マイWebEx >マイファイル >マイドキュメント]ページに保存さ
れています。ファイルストレージ容量はサイト管理者により振り分けられます。より多くのディ

スクスペースが必要な場合は、サイト管理者に問い合わせてください。

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイファイル >マイドキュメント]の順に選択します。

ステップ 2 [操作]の下で [フォルダの作成]ボタンを選択し、新規フォルダを作成します。フォルダの名前と
説明を入力します。

ステップ 3 [操作,]の下で [アップロード]ボタンを選択し、洗濯中のファイルを一つまたは複数選択します。
最大で一度に 3個のファイルをアップロードできます。

ステップ 4 [操作]の下で [ダウンロード]ボタンを選択し、新規フォルダを作成します。
ウェブブラウザまたは OSの指示に従ってファイルをダウンロードします。

ステップ 5 フォルダまたはファイルを編集するには、ファイルを選択し、[フォルダを編集]または [ファイル
を編集]のボタンを選択します。
フォルダで次の情報を指定することができます:

•名前と説明

•閲覧と書き込みのアクセス

•パスワード保護
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ステップ 6 特定のファイルまたはフォルダを検索するには、[検索]ボックスでファイル名または説明の一部
を入力し、[検索]を選択します。

ステップ 7 [詳細]および [コピー]コマンドを使ってファイルまたはフォルダを選択して別のフォルダに移動
します。
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第 21 章

録画イベントの管理

手順

• 録画イベントを閲覧する, 93 ページ

• 録画イベントの再生およびダウンロード, 94 ページ

• 録画イベントの公開, 94 ページ

• 録画ファイルのアップロード, 95 ページ

• 録画イベントの公開, 96 ページ

• 公開済み録画の削除, 96 ページ

• 録画イベント情報の編集, 97 ページ

• メールを送信して録画を共有する, 97 ページ

• ベンダーにメールおよび録画のトラッキング表示を送信する, 98 ページ

録画イベントを閲覧する
イベント主催者がEventCenterウェブサイトに録画イベントを公開している場合、出席者はその録
画を閲覧することができます。主催者は、録画イベントを表示するために以下のいずれかまたは

両方を行うことを出席者に求める場合があります。

•録画イベントを表示するために登録する。この場合、名前、メールアドレス、および主催者
が求めるその他の情報を入力する必要があります。

•パスワードを入力する。この場合、主催者からパスワードを入手する必要があります。

録画イベントを表示するには、WebExプレーヤーを使用する必要があります。録画イベント
をはじめて閲覧する時、Event Centerウェブサイトから、WebExプレーヤーがコンピュータ
に自動的にダウンロードされます。
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ユーザーアカウントをお持ちの場合は、Event Centerウェブサイトの [サポート]ページから
[WebExプレーヤー]をダウンロードすることもできます。

録画イベントの再生およびダウンロード
主催者が指定するオプションに応じて、録画ファイルをストリーム再生またはダウンロードでき

ます。

録画ファイルをはじめて再生する場合、ウェブサイトからWebExプレーヤーがコンピュータに自
動的にダウンロードされます。

手順

ステップ 1 主催者により、録画の閲覧にユーザーアカウントが要求される場合、EventCenterウェブサイトに
ログインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションバーから [イベントに参加 >イベント録画]をクリックします。

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:

• [再生]を選択して録画を再生します。

• [ダウンロード]を選択して録画をダウンロードします。

ステップ 4 録画の表示またはダウンロードにパスワードが必要とされる場合は、主催者から通知されたパス

ワードを入力します。

ステップ 5 必要に応じて [再生]または [ダウンロード]を選択します。

ステップ 6 録画の閲覧に登録が必要な場合、表示されたフォームに必要な情報を入力して [送信]をクリック
します。

録画イベントの公開
WebExレコーダーを使ってイベントを録画すると、その録画をイベントサービスサイトの [イベ
ント録画]ページで公開することができます。次のいずれかの方法を使います:

•統合型WebExレコーダーまたはスタンドアロンWebExレコーダーから録画を行った場合
は、.wrfという拡張子の付いた録画ファイルをローカルコンピュータから [マイイベント録
画]ページにアップロードし、そのページで公開できます。

•サーバー上でイベントの録画を行った場合は、WebExサーバーが自動的に録画ファイルを
[マイイベント録画]ページにアップロードします。そのページで録画を管理および公開でき
ます。
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•自社のウェブサイトなど、一般に公開されているウェブサーバーに録画を格納し、そのウェ
ブアドレス (URL)を指定する。このオプションを使用するには、自社のWeb管理者に依頼
してサーバーに録画を格納し、その URLを教えてもらいます。

•メールを送信してイベント録画を共有します。

•ベンダーにメールを送信して、イベント録画を共有します。

録画済みイベントを公開する前に次のことが実行できます:

•録画の表示前に登録情報の入力をユーザーに要求したり、登録フォームをカスタマイズした
りする。

•録画の説明、プレゼンタ、再生時間など、録画に関する情報を提供する。

•録画表示用のアクセスパスワードを設定する。

情報の編集は、録画の公開後いつでも行うことができます。

異なる種類のWebExレコーダーおよびWebExプレーヤーの使い方の詳細については、EventCentre
ウェブサイト上の [サポート]ページの『WebExレコーダーおよびプレーヤーのユーザーガイド』
を参照してください。

録画ファイルのアップロード
統合型WebExレコーダーまたはスタンドアロンWebExレコーダーからイベントの録画を行った
場合は、.wrfという拡張子の付いた録画ファイルをローカルコンピュータから [マイイベント録画]
ページにアップロードし、そのページで公開できます。

ネットワークレコーダーを使用してイベントを録画した場合は、レコーダーを停止すると、WebEx
サーバーが自動的に .arf拡張子の付いた録画ファイルを [マイイベント録画]ページにアップロー
ドします。手動でアップロードする必要はありません。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 [録画の追加]を選択します。

ステップ 4 [イベント録画の追加]ページで、情報を入力してオプションを指定します。

ステップ 5 [保存]を選択します。
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録画イベントの公開
すべてのイベント録画は既定では非公開になり、[マイイベント録画]ページだけに表示されます。
録画を表示および管理するには、Event Centerウェブサイトにログインする必要があります。

録画を公開してすべてのサイト訪問者が利用できるようにするには、録画を公開するように指定

する必要があります。つまり、[イベント録画]ページに録画を表示し、サイトの訪問者がアクセ
スできるようにします。

録画を [マイイベント録画]ページに追加すると、イベントサービスが、[録画情報]ページの録画
をストリームおよびダウンロードするためのURLを生成します。イベント参加者に送信するメー
ルに、この URLをコピーして貼り付けることができます。

録画の再生またはダウンロードにパスワードが必要な場合、メールなどで視聴者に必ず通知して

ください。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 録画をアップロードします。(まだしていない場合)

ステップ 4 編集する録画の詳細アイコンをクリックします:

ステップ 5 メニューから [編集]を選択します。
[イベント録画の編集]ページが表示されます。

ステップ 6 [タイプ]ドロップダウンリストで、[公開]を選択します。

ステップ 7 [保存]を選択します。
[イベント録画]ページに録画が表示されます。[イベントに参加] (左ナビゲーションバー) [イベン
ト一覧] [イベント録画を表示]の順に選択して、録画の表示を確認できます。

ステップ 8 (オプション)メールを送信してイベント録画を共有します。

ステップ 9 (オプション)ベンダーにメールを送信して、イベント録画およびトラッキング表示を共有します。

公開済み録画の削除
公開済み録画をいつでも削除できます。
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手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 [詳細]を選択してオプションを表示します。

ステップ 4 メニューから [削除]を選択します。

ステップ 5 [OK]を選択して確定します。
[マイイベント録画]ページから録画を削除すると、[イベント録画]ページからも録画が削除され
ます。

録画イベント情報の編集
録画ミーティングに関する情報はいつでも編集できます。録画を既に公開している場合は、録画

の情報に対する変更は、ウェブサイトへのすべての訪問者がアクセスできる [イベント録画]ペー
ジに表示されます。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 編集する録画の詳細アイコンを選択します:

ステップ 4 メニューから [編集]を選択します。
[イベント録画の編集]ページが表示されます。

ステップ 5 変更を加えて [保存]を選択します。

メールを送信して録画を共有する

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 マイ録画ウィンドウを開きます:

•共有したい録画のアイコンをクリックします。
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•共有したい録画の名前を選択します。[録画情報]ページで [メール送信]を選択します。

ステップ 4 メールの受信者を選択します:

• [受信者を選択]をクリックして、連絡先リストから連絡先を選択します。

• [送信先]リストにカンマで区切ったメールアドレスを入力します。

ステップ 5 (オプション) [メッセージ]ボックスにメッセージを入力します。

ステップ 6 [送信]を選択します。
メッセージは選択した受信者に送信され、メッセージには記録データの情報と再生できるリンク

を含みます。

ベンダーにメールおよび録画のトラッキング表示を送信

する
最大で 3つのベンダーにメールを送信することができます。ソース IDを使用して、録画を閲覧し
た出席者をトラックすることができます。

手順

ステップ 1 Event Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 ナビゲーションバーから [マイイベント録画]をクリックします。

ステップ 3 [ベンダーに録画を送信]ウィンドウを開きます:

• [マイイベント録画]ページで、追加オプションを表示するために共有したい録画の横の [詳
細]ボタンをクリックします。

[詳細]メニューで [ベンダーに送信]を選択します。

•共有したい録画データの名前をクリックします。録画情報ページから、[ベンダーに送信]を
選択します。

ステップ 4 メールで最大 3つのベンダーを指定して [送信]を選択します。
メールは指定されたベンダーに送信されます。録画の詳細および録画を再生するためのリンクが

含まれます。
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第 22 章

レポートの生成

手順

• レポートの生成, 99 ページ

• レポートについて, 100 ページ

レポートの生成
サイトで自分が主催した各オンラインイベントに関する情報を示す使用状況レポートを生成する

ことができます。

レポートのデータをCSVファイルとしてエクスポートしたり、ダウンロードしたりすることがで
きます。 CSVファイルは、Microsoft Excelなどのスプレッドシートプログラムで開くことができ
ます。また、印刷用の形式でレポートを印刷することもできます。

手順

ステップ 1 レポートを生成するには、[マイWebEx >マイレポート]の順に選択します。

ステップ 2 生成するレポートの種類を選択します。

ステップ 3 レポートデータを表示する期間などの検索基準を指定します。

ステップ 4 [レポートを表示]を選択します。

ステップ 5 レポートデータのソート順を変更するには、列見出しを選択します。

レポートデータは列見出しの横に矢印がある列でソートされます。ソート順を逆にするには、列

見出しを選択します。別の列を使用してソートするには、その列の見出しを選択します。

ステップ 6 必要に応じて以下のいずれかの作業を行います:

•一般的なイベント使用状況レポートを表示していて、印刷に適した形式でレポートを表示し
たい場合は、[印刷用表示]をクリックします。
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イベントの使用状況レポートを表示していて、レポートの内容を見たい場合は、イベント名

のリンクをクリックします。

• WebExサービス登録レポートを表示している場合、[登録済み]列の番号を選択すると、登録
済み出席者にイベントのリマインダメールを送信できます。メールエディタが開き、既定の

メールテンプレートを編集できます。

•登録レポートまたは Event Center出席レポートを表示している場合は、[イベント名]列のイ
ベント名を選択すると、そのイベントの登録済みユーザーの詳細レポートを表示できます。

詳細レポートには、登録済み出席者にリマインダメールを送信する追加オプションがありま

す。

• WebExサービス出席レポートを表示している場合は、[出席済み]列の数字を選択するとその
イベントの出席者にメールメッセージを送信でき、[欠席]列の数字を選択するとそのイベン
トの欠席者にメールメッセージを送信できます。メールエディタが開き、既定のメールテン

プレートを編集できます。例えば、編集済みのイベント記録へのリンクを追加できます。

• Event Center出席レポートを表示している場合は、[イベント名]列のイベント名を選択する
と、そのイベントの出席者の詳細レポートを表示できます。詳細レポートには、イベントの

出席者にメールメッセージを送信する追加オプションがあります。

レポートについて
あなたのユーザーアカウントにレポートオプションが設定されている場合、次のレポートを表示

することができます:

（注） •いくつかのレポートに関しては、イベントが終了した後 15分以内にレポートリンクを選
択すると、仮バージョンのレポートを見ることができます。この仮レポート機能が、正

確な出席データが用意できるまでの間、データへのクイックアクセスを提供します。仮

レポートには、最終レポートで入手できる情報の一部分のみが含まれます。

•通常、より正確な最終データは、イベントの終了後の24時間以内に利用可能になり、[仮
レポート]は [最終レポート]に置き換えられます。

[仮レポート]と [最終レポート]のどちらもコンマ区切り値 (CSV)ファイルとしてダウン
ロードすることができます。

イベントの使用状況レポート

これらのレポートには、あなたが主催した各オンラインセッションに関する情報が表示されてい

ます。次のレポートを表示できます:

   WebEx Event Center ユーザーガイド (WBS31)
100

レポートの生成

レポートについて



•使用概況レポート:議題、日付、開始終了時刻、継続時間、招待者数、出席した招待者数、使
用した音声会議の種類など、各イベントに関する概要情報が表示されます。

•最初このレポートは仮の使用概況レポートとして表示されます。しかしより正確な最終使用
概況データが入手可能になると、仮レポートは最終使用概況レポートに置き換えられます。

•使用概況レポート (CSV形式ファイル):すべての参加者がイベントに接続した時間 (分)やト
ラッキングコードなど、各イベントに関する詳細情報が表示されます。

•セッションの詳細レポート:イベント参加者の詳細情報です。これには参加者がイベントから
出席および退席した時刻、イベント中の関心度、その他の出席者が提供するあらゆる情報が

含まれます。

•最初このレポートは仮のセッション詳細レポートとして表示されます。しかしより正確な最
終のセッション詳細データが入手可能になると、仮レポートは最終セッション詳細レポート

に置き換えられます。

Access Anywhere 使用概況レポート

各セッションの日付と開始および終了時刻など、リモートアクセスしたコンピュータに関する情

報が示されます。

Event Center レポート

主催するイベントに関する詳細情報が表示されます。次の種類の Event Centerレポートを表示す
ることができます。

•登録レポート:主催したイベントの登録情報が示されます。イベントの名前、日付、時刻、お
よび招待された参加者のうち登録した数、出席した数、欠席した数などが含まれます。ま

た、イベントの前にリマインダメールを送信することもできます。

•出席レポート:主催したイベントの出席者と欠席者に関する詳細情報を含みます。このレポー
トには、イベント ID、キー、名前、開始/終了時刻、継続時間、出席者数、主催者名、イベ
ントのすべての出席者が消費した総時間 (分)などが含まれます。レポートには各出席者の
ユーザー名、メールアドレス、IPアドレス、出席者が参加した時間、イベントから退席した
時間およびイベント中の関心度が含まれます。出席レポートを使用すれば、イベント後の

フォローアップメールを送信することもできます。

最初このレポートは仮の出席概況レポートとして表示されます。しかしより正確な出席概況

データが入手可能になると、仮レポートは最終の出席概況レポートに置き換えられます。

•イベント中の活動レポート:イベント名、日付、時間、出席者数情報、質問数および質問への
応答率、投票数および投票への応答数が含まれます。

このレポートはサーバー上の録画イベント用のみ入手できます。

•出席者履歴レポート:出席者が参加した、Event Centerウェブサイト上のすべてのイベントが
一覧表示されます。

•イベント録画レポート:Event Centerウェブサイトから特定の録画イベントをダウンロードし
たすべてのユーザーに関して、そのアクセス情報と登録情報が表示されます。
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•非公開プログラムリンクレポート:過去と現在の非公開プログラムのリンクが含まれていま
す。
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