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第 1 章

ミーティングの開催

• ミーティングの進行, 1 ページ

• 操作のクイックリファレンス:ミーティングの開催, 2 ページ

• 共有権限の割り当てと削除, 4 ページ

• ミーティング議事録, 5 ページ

• パネル, 6 ページ

• キーボードを使ってミーティングウィンドウにアクセスする, 7 ページ

• スクリーンリーダー対応, 11 ページ

ミーティングの進行
主催者はミーティングを進行するためのすべての責任を担います。ミーティングウィンドウが提

供するフォーラムを使うことで、イベントのあらゆる要素を管理し、参加者によるチャット、ビ

デオの送受信、情報の共有、ドキュメント、プレゼンテーション、ホワイトボード、アプリケー

ションなどを介した相互対話を有効にします。

TelePresenceシステム (Meeting Centerのみ)を含むミーティングを進行している場合、次の
WebExの機能は利用できません:

（注）

•録画

•投票

•ファイル転送

•チャット (TelePresence会議室にいる参加者との)

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
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操作のクイックリファレンス:ミーティングの開催
操作...目的...

[クイックスタート]タブで [招待と催促]を選択し、招待方法を選
んだら、必要な情報を入力します。

進行中のミーティングに出席者を招待する

[参加者 >出席および退席サウンド]の順に選択します。

Training Centerおよび Event Centerでは利用できま
せん

（注）

参加者の出退席サウンドをオフにする

[ミーティング >ウェルカムメッセージ]の順に選択します。ミーティング中に挨拶文を編集する

[[録画]を選択します。

必要に応じて録画を一時停止したり再開することで録画

ファイルが複数作成されてしまうことを防ぎます。

ヒント

ミーティングを録画する

参加者リストでコールインユーザーの指定名を右クリックして、

[名前の変更]を選択します。
Training Centerおよび Event Centerでは利用できま
せん

（注）

コールインユーザーの名前を変更する

参加者のタイトルを右クリックして [音声通知]を選択します。参加者のミーティング参加時に再生する音声の編

集

チャットタイトルを右クリックして [音声通知]を選択します。参加者のチャットメッセージ入力時に再生する音

声の編集

現行のプレゼンタから新しいプレゼンタにボールをドラッグしま

す。

•参加者のサムネイルを表示している場合、サムネイルにマウ
スオーバーし、[プレゼンタに指名]を選択します。

•フルスクリーンモードで共有を行っている場合、画面上部の
ドッキングトレイにマウスオーバーし、[割り当て >プレゼ
ンタを指名]の順に選択し、参加者を選択します。

別のユーザーをプレゼンタに指名する

参加者の名前かサムネイルを右クリックし、[役割の変更 >主催
者]の順に選択します。

主催者の役割を後で取り戻すことを考えている場合、

ミーティングウィンドウの [情報]タブに表示されてい
る主催者キーを書き留めておいてください。

ヒント

別の人を主催者に指名する
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操作...目的...

[参加者]リストであなたの名前を選択し、[参加者 >主催者の役割
を取り戻す]の順に選択して必要な情報を入力します。

主催者の役割を取り戻す

次のいずれかを実行します:

•排除したい参加者の名前を選択し、[参加者 >退出させる]を
選択します。

• [参加者]リストでコールインユーザーの名前を右クリックし
て、[退出させる]を選択します。

参加者をミーティングから排除する

[ミーティング >アクセスを制限]を選択します。

ミーティングへのアクセスを制限すると、ミーティング

招待者でまだ参加していない参加者も含めミーティング

に参加できなくなります。

ヒント

ミーティングへのアクセスを制限する

[ミーティング >アクセス制限を解除]を選択します。ミーティングへのアクセス制限を解除する

[ミーティング >情報]の順に選択します。進行中のセッションに関する情報を取得する

[ファイル >ミーティングから退出]の順に選択します。

あなたがミーティング主催者の場合は、まず主催者の役

割を他の参加者に付与してから、ミーティングから退出

してください。さもないと、ミーティングはすべての出

席者に対して終了してしまいます。

ヒント

MeetingCenter主催者が主催者の役割を付与しないで退出すると、
他の参加者が主催者の役割を自動的に受け取ります。

ミーティングから退出する

[ファイル >ミーティングを終了]の順に選択します。

ミーティング主催者はミーティングを終了することなく

退出することも可能です。ミーティングから退出する前

に、主催者の役割を他の参加者に割り当てる必要があり

ます。

（注）

ミーティングを終了する

ミーティングの終了時にCiscoSpark会議室を作成するかどうかの
確認が自動的に表示されます。

[はい]を選択します。[作成する]を選択します。

ミーティングのすべての参加者が会議室に追加されます。

この連携には、Cisco CollaborationManagement Toolまた
はWebExサイト管理でWebExと Cisco Sparkの両方の
権限が必要です。

ヒント

Cisco Spark会議室を作成する
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共有権限の割り当てと削除
主催者がスケジューリング時に特定の権限を割り当ててない限り、すべての参加者には既定の権

限が割り当てられます。

手順

ステップ 1 [ミーティング]ウィンドウで [参加者 >権限の割り当て]の順に選択します。

ステップ 2 特定の参加者または [すべての参加者]を選択します。

ステップ 3 すべての権限を割り当てるには、[すべての権限を割り当て]チェックボックスを選択し、[割り当
て]を選択します。

ステップ 4 指定の権限を割り当てるまたは削除するには、次の操作を行います:

•チャット権限の場合、[コミュニケーション]タブを選択し、適切なオプションをチェックま
たはチェック解除します。

•プライベートチャットでは選択済みビューアのチャットウィンドウのみが表示されま
す。

•公開チャットでは全員のチャットウィンドウが表示されます。

•オペレータへのプライベートな連絡:ご利用のサイトにプライベートオペレータのオプ
ションが用意されている場合にだけ利用できます。電話会議中はいつでも 00をダイヤ
ルすれば電話会議サービスのオペレータにつながります。

•ドキュメント、ビュー、ミーティング権限の場合、[参加者]タブを選択し、適切なオプショ
ンをチェックまたはチェック解除します。

•表示 >参加者リスト:このオプションを選択しない場合、参加者は [参加者]パネルで、
ミーティング主催者とプレゼンタの名前だけを表示することができます。

•表示 >サムネイル:この権現により、参加者はいつでもプレゼンタのコンテンツビュー
アに表示されている内容がなんであれ、ページ、スライド、ホワイトボードのみにスラ

イドを表示できます。出席者にこの権限を与えると、その出席者は、任意のページの権

限があるかどうかに関係なく、そのページをコンテンツビューアにフルサイズで表示す

ることができます。

•表示 >任意のページ:この権限を与えると、参加者はページ、スライド、またはホワイ
トボードを個別に移動して参照することができます。

•ミーティング>ドキュメント共有:この権現を使えば、すべての参加者がドキュメント、
プレゼンテーション、またはホワイトボードを共有したり、コンテンツビューア中の任

意のページ、スライド、またはホワイトボードをコピー、貼り付けできることができま

す。主催者がミーティングのスケジュール時に UCFリッチメディアを参加者から利用
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可能に設定した場合に限り、参加者はUCFリッチメディアのプレゼンテーションやファ
イルを共有できます。

ステップ 5 完了したら、[割り当て]を選択します。

ミーティング議事録
ミーティング中の任意の時点で、ミーティングの議事録をすべての参加者に送信することができ

ます。議事録は議題、開始終了時間、参加者名 (音声のみの参加者含まれず)などのミーティング
の情報が記載されているメールです。

必要に応じて次のアイテムを議事録に添付することができます (ミーティング中にファイルに保存
した場合)。

•共有ドキュメント

•チャット

•投票用の質問

•投票結果

•ミーティング中にあなたや記録係、非公開字幕担当者が公表した公開メモや字幕

議事録はミーティングに参加しているかどうかにかかわらず、ミーティング参加時にメールアド

レスを提供したすべての参加者宛に送信されます。音声のみの参加者は議事録には含まれません。

セキュリティ上の理由から、各参加者に送信される議事録のメールには、それぞれの参加者自身

のメールアドレスしか表示されません。

ミーティングの主催者、公開メモ記録係、または字幕担当者に対しては、メモがファイルに保存

されている場合、そのメモも議事録に含まれます。すべての各参加者がメモを記録している場合、

議事録のメールメッセージにあなたのメモが添付されることはありません。また、あなたのメモ

を添付するオプションも利用できません。

メモおよび字幕をファイルに保存した場合、議事録のメールメッセージおよび添付されたメモに

はあなたが保存した最新のメモの内容が含まれます。

ミーティング主催者がミーティングを終了した時に、まだ議事録を送信していない場合は、主催

者に対して議事録を送信するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。
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ミーティング議事録を参加者に送信する

手順

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[ファイル >議事録を送信]の順に選択します。
ミーティング中に保存したファイルがある場合は、[議事録の送信]ダイアログボックスが表示さ
れます。このダイアログボックスから、議事録のメールにファイルを添付することができます。

ミーティング中に保存したファイルがない場合は、議事録のメールメッセージが表示されます。

ステップ 2 [議事録の送信]ダイアログボックスが表示された場合は、議事録に添付するファイルのチェック
ボックスを選択し、[OK]を選択します。

ステップ 3 メールメッセージを確認して、必要に応じて変更を加えてください。

ステップ 4 メールメッセージを送信します。

パネル
ミーティングを開始または参加すると、ミーティングウィンドウの左側に [クイックスタート]領
域が開き、パネル領域が右側に開きます。ミーティング中に実行したいほとんどすべての事はこ

の領域から行うことができます:

パネルエリアは初期状態で一部のパネルを表示します。パネルエリアの上部にあるアイコンから

他のパネルを利用することも可能です。

各パネルはパネルに関連したコマンドのメニューを提供します。自分が使用するオペレーティン

グシステムにより異なります。これらの手順に従い、パネルのコマンドにアクセスしてください:

• Windows—パネルのタイトルを右クリックし、パネルに関連するコマンドメニューを表示し
ます。

• Mac—ctrlを選択し、パネルに関連するコマンドメニューを表示します。

パネル警告

パネルを折りたんでいるか最小化している状態ではオレンジ色の警告が表示され、あなたの注意

を引きつけます。
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パネルの管理

手順

ステップ 1 [その他のオプションと操作]を選択します。

ステップ 2 [パネルを管理]を選択します。

ステップ 3 追加または削除するパネルと表示させるパネルとその順番を選択します。

ステップ 4 [OK]を選択します。

ミーティングコントロールパネル

共有アプリケーション、デスクトップ、またはウェブブラウザの表示やリモート操作時、ある

いは共有リモートコンピュータの表示時に、プレゼンタは標準ウィンドウとフルスクリーン表示

間で表示を切り替えることができます。

フルスクリーンビューでは、画面上部にあるミーティングコントロールパネルから各パネルにア

クセスすることができます。

コンテンツビューアとパネル領域のサイズ変更

ドキュメントまたはプレゼンテーションを共有中に、パネルエリアを狭めたり広げることで、コ

ンテンツビューアのサイズを変更できます。

コンテンツビューアとパネルの境界線をクリックします。

•境界線を左側にドラッグすると、パネル領域が拡がります。

•境界線を右側にドラッグすると、コンテンツビューアが大きくなります。

キーボードを使ってミーティングウィンドウにアクセス

する
ショートカットキーを必要とする参加者、あるいはWindowsの熟練ユーザーはキーボードのショー
トカットを使用してイベントウィンドウを移動することができます。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。

機能キー

コンテンツ領域とパネル領域の間を切り替えます。F6
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機能キー

•ミーティングウィンドウで開いているドキュメント間を移動する

•パネル内を移動する

•以下のダイアログボックス内のタブを切り替える

◦招待および催促

◦設定

◦ミーティングのオプション

◦参加者権限

Ctrl+Tab

•右クリックメニューから以下のパネルとパネル要素にアクセスする:

◦参加者パネル

◦チャットパネル

◦メモパネル

◦字幕パネル

◦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

•参加者リストを使用する

•チャットパネルからテキストをコピーする

Shift+F10

構成要素間で切り替える、例えば、ダイアログまたはパネル中のボタ

ン、フィールド、チェックボックスなどです

Tab

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

•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

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)Enter

チャットパネルからテキストをコピーするCtrl+A
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機能キー

フルスクリーンモードでミーティングコントロールパネルを表示するCtrl+Alt+Shift

ミーティングコントロール、パネル、通知を非表示にするCtrl+Alt+Shift+H

参加者リストの使用

[参加者]ウィンドウが提供する右クリックメニューを使用すれば、ミーティング中の役割に応じ
た活動を行うことができます。

あなたが主催者またはプレゼンタの場合、他の参加者をプレゼンタに指名したり、あるいは喧し

い参加者のマイクをミュートしたりできます。

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。

•キーボードの [F6]を押してコンテンツエリアから参加者パネルまで移動することができま
す。

• [上または下矢印]キーを使用して複数参加者を移動します。

•特定の参加者で Shift+F10を選択して右クリックメニューを開きます。

• [上または下矢印]キーを使用して選択項目を移動します。

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エリア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。

手順

ステップ 1 次の操作であなたが適切なミーティングウィンドウを選択していることを確認できます。

• [F6]を押せば、ミーティングウィンドウのコンテンツエリアからパネルエリアに移動できま
す。

•パネルを移動して [チャット]パネルに移動するには、[Ctrl+Tab]を押します。

•チャット履歴エリアに移動するまで [Tab ]を押します。

ステップ 2 チャット履歴エリアを選択して [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 3 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。

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。
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入力ボックスにテキストを入力する

手順

ステップ 1 Tabキーを使って質問間を移動します。

ステップ 2 上または下の矢印キーを使って回答の選択肢間を移動します。

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をクリックして編集を完了します。

共有中にミーティングコントロールパネルにアクセスする

ミーティングコントロールパネルの共有中、画面上部は部分的に表示されません

手順

ステップ 1 Ctrl+Alt+Shiftを入力し、ミーティングコントロール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 以下の操作が可能です:

• Tabを使用して選択状態を変更します

• Enterを使用して機能を実行します

• Alt+Tabキーを選択し、ミーティングコントロールパネルから共有エリアに戻ります。

◦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。

ミーティングコントロールパネルから別の開いているパネル (例えば参加者リスト)に切
り替えるには、F6を入力します。

（注）
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スクリーンリーダー対応
Cisco WebExの次の構成部分は JAWSスクリーンリーダーソフトウェアに対応します:

•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

•共有ミーティングウィンドウのコンテンツ領域のツールバー

•ミーティングコントロールパネルのボタン、ボタンタイトル、ツールチップ

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
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第 2 章

ミーティングの参加

• ミーティングの参加, 13 ページ

• Meeting Centerカレンダーから参加する, 13 ページ

• 主催者のパーソナル会議室ページからミーティングに参加する, 14 ページ

• ミーティングカレンダーからミーティングに登録する, 14 ページ

• 主催者のパーソナル会議室ページからミーティングに登録する, 15 ページ

• ミーティング情報, 16 ページ

• ミーティングをカレンダープログラムに追加する, 17 ページ

• はじめてのWebExミーティング参加のトラブルシューティング, 17 ページ

ミーティングの参加
ミーティングに参加する方法はいくつかあります。最も簡単な方法は、主催者から送られてくる

インスタント中あるいはメール中のミーティング URLを選択する方法です。

Meeting CenterウェブサイトまたはMeeting Centerウェブサイトの主催者のパーソナル会議室ペー
ジのどちらかでミーティング番号を入力することでミーティングに参加できます。

ミーティングがまだ開始されていない場合には参加できません。定期的にページの更新ボタン

を選択して主催者が開始しているかどうかを確認してください。

ヒント

Meeting Center カレンダーから参加する
ミーティングへの招待メールを受け取っていない場合でも、ミーティング主催者がカレンダーに

公開している場合は、ミーティングカレンダーから参加することができます。
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手順

ステップ 1 ナビゲーションバーで [ミーティングに出席 >ミーティング一覧]を開きます。

ステップ 2 ミーティングカレンダーで、出席したいミーティングを見つけます。

ステップ 3 [参加]を選択します。

ステップ 4 ミーティング情報ページで必要な情報を入力します。

ステップ 5 [今すぐ参加]を選択します。
[ミーティング]ウィンドウが表示されます。

主催者のパーソナル会議室ページからミーティングに参

加する

手順

ステップ 1 主催者のパーソナル会議室ページの URLまたはウェブアドレスに移動します。主催者からこの
ページへの URLを教えてもらう必要があります。

ステップ 2 [ミーティング]タブの [進行中のミーティング]から参加するミーティングを見つけます。

ステップ 3 [参加]を選択します。

ステップ 4 ミーティング情報ページで必要な情報を入力します。

ステップ 5 [OK]を選択します。
[ミーティング]ウィンドウが表示されます。

ミーティングカレンダーからミーティングに登録する
メール招待状を受け取ったら招待状を開いて登録リンクを選択します。

手順

ステップ 1 ナビゲーションバーから、[ミーティングに参加]を選択し、次に [登録]を選択します。
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[ミーティングへの登録]ページが表示され、ミーティングカレンダーが開きます。このカレンダー
は、最新日付で登録が必要なミーティングの一覧を表示します。

ステップ 2 ミーティングカレンダーから登録するミーティングを探します。

ステップ 3 [議題]から、登録するミーティングのオプションボタンを選択します。

ステップ 4 [登録]を選択します。

ステップ 5 必要な情報を入力します。

ステップ 6 [今すぐ登録]を選択します。
主催者により登録が承認されると、登録を確認するメールメッセージが送られてきます。ミーティ

ングが始まったら参加できるようになります。

既にミーティングが進行中で、主催者が自動的にすべての登録要求を承認するように選択してい

る場合は、すぐにミーティングに参加できます。

主催者のパーソナル会議室ページからミーティングに登

録する
メール招待状を受け取ったら招待状を開いて登録リンクを選択します。

手順

ステップ 1 主催者のパーソナル会議室ページの URLまたはウェブアドレスに移動します。
主催者からこのページへの URLを教えてもらう必要があります。

ステップ 2 [ミーティング]タブで次のいずれかの操作を行います:

•ミーティングが進行中でない場合は、[スケジュール済みミーティング]から [登録]を選択し
ます。

•ミーティングが進行中の場合は、[進行中のミーティング]から [すぐ参加を選択します。ミー
ティング参加時:[議題]ページから [登録]を選択します。

ステップ 3 必要に応じてログインします。

ステップ 4 必要な情報を入力します。

ステップ 5 [今すぐ登録]を選択します。
主催者により登録が承認されると、登録を確認するメールメッセージが送られてきます。ミーティ

ングが始まったら参加できるようになります。

既にミーティングが進行中で、主催者が自動的にすべての登録要求を承認するように選択してい

る場合は、すぐにミーティングに参加できます。
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ミーティング情報
ミーティンの参加前にミーティングページから情報を取得することができます。確認できる情報

には主催者の名前、メールアドレス、ミーティング番号、議題があります。メール招待状を受け

取っている場合は、メッセージ中のリンクを選択してミーティング情報を見ることができます。

招待メールが主催者から送られてこない場合は、次のどちらかの方法で情報を見ることができま

す。

• Meeting Centerウェブサイトのミーティングカレンダー

• Meeting Centerウェブサイト上の主催者の [パーソナル会議室]ページ (主催者からこのページ
の URLまたはウェブアドレスが知らされている場合)

ミーティングカレンダーからミーティング情報を取得する

手順

ステップ 1 Meeting Centerウェブサイトのナビゲーションバーで [ミーティングに参加 >ミーティング一覧]
にアクセスします。

ステップ 2 ミーティングカレンダーからあなたのミーティングを見つけます。

ステップ 3 ミーティングのリンクを選択します。

ステップ 4 (オプション)必要に応じてパスワードを入力します。

ステップ 5 (オプション)ミーティングの協議事項を表示するには、[協議事項の表示]を選択します。

主催者のパーソナルページからミーティング情報を取得する

手順

ステップ 1 主催者のパーソナル会議室ページの URLまたはウェブアドレスに移動します。
主催者からこのページへの URLを教えてもらう必要があります。

ステップ 2 [ミーティング]タブであなたのミーティングを見つけます。

ステップ 3 ミーティングのリンクを選択します。

ステップ 4 (オプション)必要に応じてパスワードを入力します。

ステップ 5 (オプション)ミーティングの協議事項を表示するには、[協議事項の表示]を選択します。
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ミーティングをカレンダープログラムに追加する
カレンダープログラムが iCalendar標準をサポートしている場合、ミーティングをカレンダープロ
グラムに追加することができます。

主催者がミーティングを中止した場合、中止のメールメッセージが送られてきます。このメー

ルには、カレンダープログラムからミーティングを削除するためのオプションが含まれていま

す。

（注）

手順

ステップ 1 次のいずれかを実行します:

•招待メールでリンクをクリックしてカレンダーにミーティングを追加します。

•該当する [ミーティング情報]ページで、[自分のカレンダーに追加]を選択します。

カレンダープログラムでミーティングアイテムが開きます。

ステップ 2 ミーティングのリクエストを承諾します。

例：

Outlookで [承諾]を選択すると、ミーティングアイテムがカレンダーに追加されます。

はじめての WebEx ミーティング参加のトラブルシュー
ティング

ミーティングにはじめて参加または開始する時に、WebExミーティングマネージャアプリケー
ションがコンピュータに自動的にダウンロードされます。通常、すぐにミーティングが起ち上が

ります。参加する途中で問題が発生する場合は次の内容を確認してください:

• ActiveXのダウンロード

• Javaのダウンロード

• Macユーザーのダウンロード

あなたの組織でActiveXまたは Javaダウンロードが許可されていない場合は、組織のWebEx
管理者に問い合わせてください。
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ActiveX のダウンロード
以下は Internet Explorerユーザーの操作方法です。

ミーティングを開始または参加するためにリンクを選択すると、WebExミーティングマネージャ
アプリケーションがコンピュータへのダウンロードを開始しますが、場合により途中で止まる場

合があります。そのような場合は次の操作を行います:

手順

ステップ 1 黄色のActiveXアドオンインストールのダイアログを見つけます。おそらく画面下部にあります。

ステップ 2 画面上の手順に従ってアドオンをインストールします。

インストールが完了したらミーティングの読み込みが始まります。

Java を使用して参加する
あなたが FIrefoxまたは Chromeユーザーの場合:

ミーティングを開始または参加するためにリンクを選択すると、WebExミーティングマネージャ
アプリケーションがコンピュータへのダウンロードを開始しますが、場合により途中で止まる場

合があります。そのような場合、javaに関するメッセージが表示され、おそらく最新バージョン
の Javaのダウンロードとインストールが開始されます。

画面上の手順に従って Javaのダウンロードとインストールを行うことができますが、ページ下部
のリンク [ミーティングアプリケーションのインストール]を選択することをお勧めします。さら
に迅速にミーティングに参加することができます。

Mac 用アドオンのインストール
Mac環境ではじめてミーティングを開始または参加する際に、アドオンのダウンロードとインス
トールのダイアログが表示されます。

手順

ステップ 1 [アドインをダウンロードしてインストール]ボタンを選択してお使いのコンピュータに
Cisco_WebEx_Add-On.dmgファイルをダウンロードします。

ステップ 2 ダウンロードファイルを実行します:

• Chromeの場合、ブラウザ下部にあるバーからダウンロードされたファイルを選択できます。

• Safariの場合、[ダウンロード]セクションからダウンロードされたファイルを選択できます。
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• Firefoxの場合、ファイルディレクトリを開くか、または好みの場所にファイルを保存しま
す。

ステップ 3 Cisco WebEx Add-On.appのインストールを実行して画面上の手順に従います。
インストールが完了したらミーティングの読み込みが自動的に始まります。
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第 3 章

ミーティングカレンダー

• ミーティングカレンダー, 21 ページ

• スケジュール済みミーティングのカレンダービューを開く, 22 ページ

• ミーティングカレンダーからミーティングに登録する, 22 ページ

• マイWebExミーティングページ , 22 ページ

ミーティングカレンダー
MeetingCenterウェブサイト上の公開カレンダーでは公開ミーティングがスケジュール済みである
か進行中であるかを示します。ミーティングカレンダーは非公開ミーティングの情報については

表示しません。

ミーティングカレンダーを参照し、様々なカレンダーのビューを使いながら現在の日付または任

意の日付で公開されているミーティングをすばやく検索することができます。本日開催予定のミー

ティングのみの一覧、あるいは今月開催予定のすべてのミーティングを表示することもできます。

ミーティング一覧を表示する際に、リストをソートしたり、更新することができます。既定では、

カレンダーのミーティング一覧は時間での昇順でソートされます。一覧の各カラムを選択するこ

とでカラムヘッダーの内容でソートすることもできます。

登録が必要なミーティングの一覧だけを表示することも可能です。
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スケジュール済みミーティングのカレンダービューを開

く

手順

ステップ 1 ナビゲーションバーで、[ミーティングに参加]を開いてリンクの一覧を表示します。

ステップ 2 [ミーティング一覧]を選択します。
ミーティングカレンダーが表示されます。

ステップ 3 タブを選択して他のミーティングカレンダービューで操作します。

ステップ 4 (オプション)一覧に過去のミーティングを表示させるには、[本日 ]または [日単位]タブを選択し、
[過去のミーティングを表示する]にチェックを入れます。

ステップ 5 (オプション)登録が必要なミーティングのみを表示するには、[本日、開催予定 -日単位、または
週単位タブを選択し、[登録が必要なミーティングのみを表示する]を選択します。っ

ミーティングカレンダーからミーティングに登録する
登録を必要とするミーティングの招待メールが送られてこない場合、MeetingCenterウェブサイト
のミーティングカレンダーから登録することができます。

ミーティング登録のページには登録が必要なすべてのミーティングが表示されます。ミーティン

グカレンダーの各ページには非公開を除く当日に開催される登録が必要なすべてのミーティング

が表示されます。

スケジュール済みミーティングを選択するには、議題の左側にあるオプションボタンを選択しま

す。ミーティングを選択したら、ボタンバーからいずれかのボタンを選択することができます。

マイ WebEx ミーティングページ
マイWebExミーティングページから以下のビューにアクセスできます。

•日単位

•週単位

•月単位

•すべてのミーティング

すべてのミーティングビューページで、日付、主催者名、議題、キーワードを使ってミーティン

グを検索することができます。
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説明オプション

選択すると [設定]ページが開き、Meeting Centerウェブサ
イトの言語設定を指定できます。

[言語]リンク

選択すると [設定]ページが開き、Meeting Centerウェブサ
イトのタイムゾーン設定を選択できます。

[タイムゾーン]リンク

[日単位]ビューが開き、特定日のスケジュール済みミー
ティングの一覧が表示されます。

[日単位]リンク

[週単位]ビューが開き、特定日のスケジュール済みミー
ティングの一覧が表示されます。

[週単位]リンク

[月単位]ビューが開き、特定日のスケジュール済みミー
ティングの一覧が表示されます。

[月単位]リンク

ミーティングが現在進行中であることを示します。ミーティングの横に表示される緑の点

選択すると登録ページが開き、必要な情報を入力してミー

ティングに登録できます。

[登録]リンク

これはパーソナル会議のミーティングであることを示しま

す。

緑色の受話器のマーク

主催者名、ミーティングの議題、または協議事項に含まれ

る任意の文字列を入力して、[検索]をクリックします。

ミーティング番号で検索することはできませ

ん。

（注）

[検索...]

テキストボックス

検索結果ウィンドウで利用できま

す。

（注）
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第 4 章

ミーティングのスケジューリング

• ミーティングのスケジューリング, 26 ページ

• クイックスケジューラからミーティングをスケジュールする, 27 ページ

• アドバンストスケジューラからミーティングをスケジュールする, 27 ページ

• スケジュール済みミーティングをカレンダープログラムに追加する, 28 ページ

• iPhoneからミーティングを開始する, 29 ページ

• 他のユーザーがあなた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, 29
ページ

• クイックスケジューラ, 30 ページ

• 必須情報ページ, 32 ページ

• 日付と時刻ページ, 34 ページ

• 音声会議ページ, 36 ページ

• 音声会議の設定に関する質問, 38 ページ

• 出席者の招待ページ, 40 ページ

• 出席者の選択ページ, 41 ページ

• 登録ページ, 42 ページ

• 登録要求の承認および拒否, 43 ページ

• 協議事項と挨拶文, 43 ページ

• プレゼンテーションの追加/選択ページ, 46 ページ

• ミーティングのオプションページ, 47 ページ

• 出席者の権限ページ, 48 ページ

• レビューページ, 49 ページ

• スケジュール済みミーティングのセキュリティレベルの選択, 50 ページ
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• ミーティングテンプレート, 50 ページ

• スケジューリングに既存のテンプレートを使用する, 51 ページ

• 既存のミーティングテンプレートを使って新規のテンプレートを作成する, 52 ページ

• ミーティングがスケジュールされましたページ (ミーティング主催者), 52 ページ

• ミーティング情報ページ (ミーティング主催者), 53 ページ

• ミーティング情報ページ (出席者), 53 ページ

ミーティングのスケジューリング
MeetingCenterでは、ミーティングを設定するためのいくつかの方法が用意されています。異なる
ミーティングスケジュール方法の詳細を確認し、要望に適した方法を選択してください。

急いでいますか？

単一ページのクイックスケジューラを使用してください。項目をいくつか入力するだけで、ミー

ティングを開催する準備ができます。

セキュリティ強化などのより多くのミーティングのオプションが必要ですか ?

アドバンストスケジューラを使用してください。必要な詳細のレベルを入力します。ウィザード

の任意のページからミーティングをスケジュールまたは開始できます。

スケジューラに保存済みの情報を再利用しますか ?

ミーティングの設定のたびに同じ情報を入力する必要はありません。同じ出席者でミーティング

を定期的に繰り返す場合は、ミーティング全体を設定することができます。ミーティングの詳細

(出席者やオプションなど)が一定の場合、これらの詳細情報をテンプレートに保存し、スケジュー
ルするすべてのミーティングに適用することができます。

ミーティングを編集したりキャンセルしますか？

ミーティングのスケジュール後、確認メールまたはマイWebExのミーティング一覧からアクセス
していつでも編集したりキャンセルすることができます。

アドバンストスケジューラからクイックスケジューラ (またはクイックスケジューラからアド
バンストスケジューラ)に切り替えても、入力済みのすべての情報は保存され、切り替えた先
のスケジューラでも利用できます。

（注）

ミーティングは開始予定の時刻になっても自動的に開始されることはありません。ミーティング

のスケジュール時に、参加者が主催者より先にミーティングに参加できるオプションを選択して

いない場合、主催者がミーティングを始めない限り、参加者は参加することができません。
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クイックスケジューラからミーティングをスケジュール

する

手順

ステップ 1 Meeting 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の [ミーティングの開催]の下で、[ミーティングのスケジュール]を選択しま
す。

ステップ 3 ミーティングの詳細を入力します。

ステップ 4 ミーティングを開始またはスケジュールします。

•ミーティングの開始時刻になったら、[開始]を選択します。

•ミーティングの開始時刻が現在時刻より後の場合、[スケジュール]を選択します。

スケジュール済みミーティングを確認するための、[ミーティングのスケジュール]ページが
表示されます。また、設定したミーティング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。

アドバンストスケジューラからミーティングをスケジュー

ルする

手順

ステップ 1 Meeting 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の [ミーティングの開催]の下で、[ミーティングのスケジュール]を選択しま
す。

[必須情報]ページが表示されます。

[クイックスケジューラ]が表示されている場合、オプション選択して [アドバンストスケジューラ]
に移動します。

ステップ 3 必須情報を入力し、[次へ]を選択します。
アドバンストスケジューラには 9ページのステップがあります。情報を入力し、[次へ]を選択し
て進めます。
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[レビュー]ページで入力した情報内容を確認します。変更する必要がある場合は、ウィザードの
そのページに戻り、情報を編集します。

ステップ 4 (オプション)ミーティング設定をテンプレートに保存します。
同じ内容のミーティング設定を使用する可能性がある場合 (例えば、出席者、電話オプション、お
よび他のミーティングの詳細が同じ)、その設定をミーティングテンプレートに保存することがで
きます。

ステップ 5 ミーティングを開始またはスケジュールします。

•ミーティングの開始時刻になったら、[開始]を選択します。

•ミーティングの開始時刻が現在時刻より後の場合、[ミーティングをスケジュール]を選択し
ます。

スケジュール済みミーティングを確認するための、[ミーティングのスケジュール]ページが表示
されます。また、設定したミーティング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。

スケジュール済みミーティングをカレンダープログラム

に追加する
ミーティングをスケジュールしたら、そのミーティングをMicrosoft Outlookのようなカレンダー
プログラムに追加することができます。このオプションを利用する場合、お使いのカレンダープ

ログラムが、インターネット上でカレンダーおよびスケジュール情報を交換するための共通の形

式である、iCalender標準をサポートしていなければなりません。

出席者をミーティングに招待した場合、招待した出席者に送信されるメールメッセージに、カレ

ンダープログラムにミーティングを追加するためのオプションが記載されます。

ミーティングをキャンセルした場合、[ミーティングが削除されました]ページ、または確認の
メールメッセージに、カレンダープログラムからミーティングを削除するためのオプションが

用意されています。

（注）

手順

ステップ 1 次のいずれかを実行します:

• [ミーティングのスケジュール]ページで、[自分のカレンダーに追加]をクリックします。

• [ミーティングが更新されました]ページで、[自分のカレンダーの更新]をクリックします。
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•該当する [ミーティング情報]ページで、[自分のカレンダーに追加]をクリックします。

•招待メールから、リンクをクリックしてカレンダーにミーティングを追加します。

カレンダープログラムでミーティングアイテムが開きます。

ステップ 2 ミーティングの要求を受け入れるオプションを選択します。例えば、Outlookで [承諾]をクリック
すると、ミーティング項目がカレンダーに追加されます。

iPhone からミーティングを開始する
iPhoneを使ってミーティングを開始または出席するための詳細情報については、
http://www.webex.com/apple/を参照してください。

メール招待状を受信するには、ミーティングリンクをタップしてミーティングを開始します。ヒント

はじめる前に

iPhoneからWebExミーティングを開始するには、iPhoneアプリケーションの [プロファイル]ペー
ジで自分のWebExアカウントを設定する必要があります。

手順

ステップ 1 マイミーティングページからミーティングを開始するには、開始するミーティングをタップしま

す。

ステップ 2 次のページで [参加/開始]をタップします。
WebEx Meeting Centerアプリケーションが起動します。

他のユーザーがあなた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
1人以上のWebEx Meeting Centerユーザーに対し、自分の代わりにミーティングをスケジュール
することを許可できます。あなたがミーティングのスケジュール権限を与える先のユーザーは、

Meeting Centerウェブサイトのアカウントを持っていなければなりません。

ユーザーが自分の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。
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手順

ステップ 1 Meeting 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上でマイWebEx >マイプロファイル]の順に選択します。

ステップ 3 [セッションのオプション]から、次のいずれかまたは両方の作業を行います:

• [スケジュールの権限]ボックスに、スケジュールする権限を与えるユーザーのメールアドレ
スを入力します。複数のアドレスを入力する場合は、コンマまたはセミコロンで区切ってく

ださい。

•お使いのMeeting Centerウェブサイトにアカウントがある全ユーザーリストからユーザーを
選択するには、[主催者一覧から選択]を選択します。

ステップ 4 [更新]を選択します。

クイックスケジューラ
この単一ページのスケジューラを使用すると、マウスを数回クリックするだけでミーティングを

設定することができます。

[クイックスケジューラ]と [アドバンストスケジューラ]のどちらをサイトで表示するかはサイト
管理者が決定します。ウィザードにより、ユーザーは手順に沿って簡単にミーティングのオプショ

ンを選択できます。

あなたのサイトでアドバンストスケジューラが自動的に表示される場合、必須情報ページの上部

で [クイックスケジューラに戻る]を選択することで簡単にクイックスケジューラに切り替えるこ
とができます。

次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されてい

る設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーショ

ン、さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプ

レートを使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを設定

する

   WebEx Meeting Center のユーザーガイド
30

ミーティングのスケジューリング

クイックスケジューラ



実行できること...オプション...

部門、プロジェクト、あるいはあなたの組織がミーティングと関連させたい

情報を識別します。サイト管理者の設定により、トラッキングコードの指定

は任意にも必須にもなります。

事前に指定されたリストからトラッキングコードを選択するようサイト管理

者が設定している場合は、コードの一覧が表示されます。左側のリストから

コードを選択します。それから右側のボックスで次のいずれかを実行しま

す:

•コードのリストが表示される場合は、リストからコードを選択します。

•ボックスにコードを入力します。

トラッキングコード

ミーティング参加のために設定したパスワードの入力を参加者に求めます。

セキュリティ上の理由から、サイトが、パスワードの最少文字数、文字、数

字、および特殊文字の数などの、一定の基準を満たすパスワードを使用する

ように設定していることもあります。パスワードの条件を次に示します:

•最大 16文字までのパスワードを指定できます。

•スペースまたは次の文字を使用することはできません。\ ` “ / & < > ==
[ ]

ミーティングに招待する各参加者に招待メールが送信されます。パス

ワードが記載されないように設定していない限り、この招待メールに

はパスワードが含まれます。

パスワード

パスワードの再確認

ミーティングの開始時刻とタイムゾーンを設定します。別のタイムゾーンを

選択するには、タイムゾーンのリンクを選択します。

選択するタイムゾーンは、[ミーティング一覧]ページのミーティン
グカレンダー用に設定しているタイムゾーンには影響しません。あ

なたや出席者は、[設定]ページの [タイムゾーン]オプションを使用
して、各自のカレンダー表示用のタイムゾーンを選択することがで

きます。このページにアクセスするには、ナビゲーションバーから

[設定] > [基本設定]をクリックします。

重要

時間

ミーティングの推定継続時間を入力します。ここに設定した時間が経過して

も、ミーティングが自動的に終了することはありません。

継続時間
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実行できること...オプション...

ミーティングに招待する出席者のメールアドレスを入力します。

アドレスをコンマまたはセミコロンで区切って入力するか、[出席者の選択]
を選択してアドレス帳から出席者を選択することができます。

スケジュール済みミーティングに出席者を招待する場合、1人ま
たは複数の出席者を代理のミーティング主催者として指名するこ

とができます。代理主催者は、ミーティングを開始して、主催者

としての役割を担うことができます。代理主催者になるには、

SupportCenterウェブサイトにユーザーアカウントがなければなり
ません。

（注）

出席者

公共インターネット上に位置する出席者にあなたのミーティングへの参加を

許可する。チェックが入っていない場合、同一のインターネットネットワー

ク内の出席者のみが参加できます。

このオプションは Cisco Unified MeetingPlaceのユーザーのみ利用
できます。

（注）

外部の出席者を許可する

既定の音声会議の設定が表示されます。別のオプションを選択するには、

[音声オプションの変更]を選択します。
音声会議

カスタムURLを入力することで、自分のミーティングでCiscoVideo (CUVC)
を使用できるバーチャルミーティングルームを作成できます。

このボックスを空にした場合は、既定のWebExミーティング IDが使用され
ます。

WebExミーティングを開始すると、CUVCビデオパネルが自動的に表示さ
れます。

これは、サイト管理者が有効にしなければならないオプション機能です。

CUVCミーティング ID

必須情報ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されている設

定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーション、さ

らには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプレートを使

用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを

設定する

   WebEx Meeting Center のユーザーガイド
32

ミーティングのスケジューリング

必須情報ページ



実行できること...オプション...

スケジュールするミーティングのタイプを選択します。

一覧にはお使いのサービスウェブサイトで利用できるミーティングタイプが含ま

れます。

お使いのサイト設定によっては、リストには標準のミーティングタイプだけでな

く、次の 1個またはそれ以上のオプションのが含まれます:

•パーソナル会議:まず音声会議が開始され、後からオンライン会議が自動的
に追加されるパーソナル会議をスケジュールすることができます。このミー

ティングタイプで使用するためのに、[マイWebEx >パーソナル会議]ペー
ジで指定した少なくとも 1個のパーソナル会議番号アカウントを持ってい
る必要があります。

• MeetingPlaceパーソナル会議:音声会議のために自分の Cisco Unified
MeetingPlace音声会議アカウントが使用される Cisco Unified MeetingPlace
パーソナル会議を指定することができます。

ミーティングタイプ

このミーティングをミーティングカレンダーに記載します。

ミーティングのセキュリティを強化するために、ミーティングカレンダーにミー

ティングを記載しないようにすることも可能です。次の場合はこのオプションか

らチェックマークを外してください:

•主催者、議題、開始時刻などのミーティングに関する情報を隠す場合。

•ミーティングへの不正なアクセスを防止する場合。

公開ミーティング

ミーティング参加のために設定したパスワードの入力を参加者に求めます。

セキュリティ上の理由から、サイトが、パスワードの最少文字数、文字、数字、

および特殊文字の数などの、一定の基準を満たすパスワードを使用するように設

定していることもあります。パスワードの条件を次に示します:

•最大 16文字までのパスワードを指定できます。

•スペースまたは次の文字を使用することはできません。\ ` “ / & < > == [ ]

ミーティングに招待する各参加者に招待メールが送信されます。パスワー

ドが記載されないように設定していない限り、この招待メールにはパスワー

ドが含まれます。

ミーティングタイプでパーソナル会議を選択した場合、ミーティングのた

めに指定したパーソナル会議番号アカウントにある既定のパスワードが出

席者アクセスコードになります。

ミーティングパスワード

パスワードの再確認
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実行できること...オプション...

部門、プロジェクト、あるいはあなたの組織がミーティングと関連させたい情報

を識別します。サイト管理者の設定により、トラッキングコードの指定は任意に

も必須にもなります。

事前に指定されたリストからトラッキングコードを選択するようサイト管理者が

設定している場合は、コードの一覧が表示されます。左側のリストからコードを

選択します。それから右側のボックスで次のいずれかを実行します:

•コードのリストが表示される場合は、リストからコードを選択します。

•ボックスにコードを入力します。

トラッキングコード

カスタム URLを入力することで、自分のミーティングで Cisco Video (CUVC)を
使用できるバーチャルミーティングルームを作成できます。

このボックスを空にした場合は、既定のWebExミーティング IDが使用されま
す。

WebExミーティングを開始すると、CUVCビデオパネルが自動的に表示されま
す。

これは、サイト管理者が有効にしなければならないオプション機能です。

CUVCミーティング ID

日付と時刻ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されている

設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーション、

さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプレート

を使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを

設定する

ミーティングの開始時刻とタイムゾーンを設定します。別のタイムゾーンを選

択するには、タイムゾーンのリンクを選択します。

選択するタイムゾーンは、[ミーティング一覧]ページのミーティング
カレンダー用に設定しているタイムゾーンには影響しません。あなた

や出席者は、[設定]ページの [タイムゾーン]オプションを使用して、
各自のカレンダー表示用のタイムゾーンを選択することができます。

このページにアクセスするには、ナビゲーションバーから [設定 >設
定]を選択します。

重要

ミーティング時刻
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実行できること...オプション...

ミーティング開始時刻より、ここに設定した時間 (分)だけ前から、出席者は
ミーティングに参加することができます。

このチェックボックスの選択を解除するか、このオプションに 0分
を指定した場合、あなたがミーティングを開始しないと出席者がミー

ティングに参加することはできません。

（注）

出席者は、開始時刻の [x]分前から参
加することができる

もしあなたが、出席者が開始時刻前にミーティングに参加することを許可して

いる場合は、出席者がミーティングの開始前にWebEx音声会議に参加するこ
とも許可することができます。

WebEx音声会議は次のページで設定できます。

出席者はWebEx音声会議にも接続で
きる

ミーティングの推定継続時間を入力します。ここに設定した時間が経過して

も、ミーティングが自動的に終了することはありません。

推定継続時間

このミーティングの繰り返しパターンを設定します。[マイミーティング]ペー
ジから特定のミーティングを探し、削除することが可能です。

なし:ミーティングを繰り返さないことを指定します。

日単位:指定した終了日まで、日単位でミーティングが繰り返されます。

• [x]日ごと:指定した日数の経過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。

週単位:選択した終了日が来るまで、指定した数の週だけ繰り替えされます。

• [X]週ごと:毎週の特定の曜日を指定します。また、ミーティングを繰り返
す間隔を週数で指定します。

•日曜日 -土曜日:ミーティングを繰り返す曜日を指定します。1つまたは複
数の曜日を選択することができます。

月単位:指定した終了日まで、月単位でミーティングが繰り返されます。

• [x]ヶ月ごとの [x]日:ミーティングを繰り返す月の特定の日付けを指定し
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] [x]曜日:毎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。

年単位:選択した終了日が来るまで、毎年ミーティングを繰り返します。

•毎 [月] [日]:毎年繰り返すミーティングを特定の月と日で指定します。

• [x月]の [x日]:毎年繰り返すミーティングを特定の月、週、日で指定しま
す。

繰り返し(定期)
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音声会議ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存され

ている設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテー

ション、さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持

つテンプレートを使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを設定す

る

ミーティングで統合型音声会議を利用する場合に指定します。このオプ

ションを選択した場合、以下の電話会議のタイプのいずれかを選択しま

す:

•トールフリー番号を表示する:参加者が電話会議にコールインする
場合は無料通話番号に発信することができます。

•国際コールイン番号を表示する:このオプションでは、無料通話番
号やローカル番号などの電話番号の一覧が表示されます。海外にい

る参加者は、これらの番号にダイヤルして電話会議に参加できま

す。

•参加者がコールインしたときに電話会議 CLI認証を有効にする

CLI (電話番号表示)は発信者を識別する 1つの形式であり、呼び出
しに応答される前に発信者の電話番号を転送するテレフォニーイン

テリジェントサービスです。WebEx音声会議を使用するとき、参
加者が次の条件を満たす場合は、参加者をより早くミーティングに

参加させることができます:

◦ WebEx主催者アカウントを持っている

◦自分の電話番号をWebExプロファイルに保存している

このオプションはCiscoUnifiedMeetingPlaceのユーザーは利用
できません。

音声会議タイプの選択WebEx音声
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実行できること...オプション...

マイWebExのパーソナル会議セクションで設定した個人通話会議アカ
ウントを表示します。ミーティングで使用するアカウントを選択しま

す。最大で 3個のアカウントを作成できます。

主催者または出席者のアクセスコードの更新などの変更を行うには、[編
集]を選択します。

アカウントをまだ設定していない場合は、[パーソナル会議アカウントを
作成]を選択して開始します。このオプションはCiscoUnifiedMeetingPlace
のユーザーは利用できません。

音声会議タイプの選択パーソナル会議番号

ミーティングで他のサービスが提供する電話会議を利用する場合に指定

します。

説明:電話会議に参加するための手順などを入力することができます。

選択した電話会議に対応する説明は、次の場所に自動的に表示されます:

•サイトの [ミーティング情報]ページ、参加者はミーティングの開
始前に情報を参照することができます

•招待メール、ミーティングのスケジュール時に参加者を招待した場
合に送信されます

• [情報]タブ、ミーティングウィンドウのコンテンツビューアに表示
されます

• [電話会議に出席]ダイアログボックス、参加者がミーティングに参
加すると、各自のミーティングウィンドウに表示されます

音声会議タイプの選択他社の電話会議サー

ビス

ミーティングに自分の Cisco Unified MeetingPlace音声会議アカウントを
含む統合型音声会議が含まれていることを確認します。このオプション

を選択した場合、電話会議タイプを次から選びます:

•出席者がコールイン電話をかける:顧客がダイヤルして参加する場
合に選択します

•出席者がコールバックを受信する:顧客が電話番号を入力し、電話
会議サービスからコールバックを受け取る場合に選択します。

参加者が電話会議サービスからのコールバックを受けるには、直通

の電話回線を利用しなければなりません。ただし、直通の電話回線

を持たない参加者でも、ミーティングウィンドウに表示されている

コールイン番号に電話をかけることによって、電話会議に参加する

ことができます。

音声会議タイプの選択Cisco Unified
MeetingPlace音声会議
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実行できること...オプション...

ミーティング用に統合型 VoIP会議を設定するかどうかを指定します。
[はい]を選択した場合でも、ミーティング用に従来の電話会議を設定す
ることができます。

• VoIPは、ミーティングを開始してから開始する必要があります。

•統合型 VoIPセッションのシステム要件を満たしているコンピュー
タを持つ参加者だけが、会議に参加できます。

なし:ミーティングで電話会議を使用しない、または電話会議を使用する
が、ミーティングサービス以外の方法を使って参加者に参加のための情

報を提供するかを指定します。

音声会議タイプの選択VoIPのみを使用する

音声会議の設定に関する質問

どのような種類の電話会議を利用できますか ?

ミーティング中に音声を利用する場合、次のいずれかの音声会議サービスを使用することができ

ます。

•統合型コールイン電話会議:参加者が電話をかけて参加できる電話会議です。参加者がミー
ティングに参加すると、電話番号が自動的にメッセージボックスに表示されます。ミーティ

ングサービスで通話無料のコールイン電話会議が提供されている場合、無料通話と有料通話

の番号の両方が利用できます。国際コールインオプションでは、無料通話やローカル番号な

どの電話番号のリストが表示されます。海外にいる出席者は、これらの番号をダイヤルして

電話会議に参加できます。

•統合型コールバック電話会議:参加者が電話会議への参加時に電話番号を指定することで参加
できる電話会議です。参加者はミーティング参加時に表示されるダイアログボックスに各自

の電話番号を入力します。参加者が入力した電話番号に、電話会議サービスから電話がかけ

られます。

•サイトで国際コールバックオプションを利用できる場合、他国にいる参加者がコールバック
を受けることができます。このオプションの詳細については、ミーティングサービスのサイ

ト管理者にお問い合わせください。

•他社または社内の電話会議:他社または社内の電話会議:統合電話会議サービス以外の電話会
議サービスです。サードパーティの電話会議サービスや社内の電話会議システムを使用し、

ミーティングの設定時に電話会議への参加方法を指定することができます。参加方法は、参

加者がミーティングに参加する際に、自動的にメッセージボックス内に表示されます。

VoIP のシステム要件

VoIPを使用する場合、コンピュータが以下のシステム要件を満たしていなければなりません:
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•サポートされているサウンドカード

サポートされているサウンドカードの一覧は、Meeting Centerウェブサイトの FAQのページ
を参照してください。このページは、サイトの [サポート]ページから参照することができま
す。

•スピーカーまたはヘッドホン

•マイク (電話会議中に発言したい場合)

•音声品質と使いやすさの向上のために、高品質のマイクを持つコンピュータヘッドセットを
使用してください。

どんな場合に VoIP を利用するとよいですか?

•長距離通話で課金されることを望まない遠隔地の出席者がミーティングに参加する場合。

•ミーティングでのやり取りがそれほど多くない場合。たとえば、出席者が討論するのではな
く、プレゼンテーションを聞くような場合です。

•ミーティングの音声会議にかかる費用を最小限に抑えたい場合。

コンピュータが VoIPの最小システム要件を満たすことを確認してください。詳細について
は、音声会議ページ, （36ページ）を参照してください。

デュアルモード音声会議とは？いつ使用すればよいですか？

スケジュール済みまたはインスタントミーティングで、電話会議とVoIPの両方を利用するデュア
ルモードの音声会議を設定することができます。デュアルモードの音声会議では、参加者はどち

らの種類の通話会議サービスでも利用することができます。

デュアルモードの音声会議では、参加者は電話または自分のコンピュータに付属のスピーカーか

ら音声を聞くことができます。発言する場合は、電話または自分のコンピュータに接続したマイ

クを使用します。

電話会議の参加者は、電話会議に参加する参加者間でのみ会話をしたり発言を聞いたりするこ

とができます。同様に、VoIPを使用する参加者は、VoIPを使用する参加者間でのみ会話をし
たり発言を聞いたりすることができます。このため、一般的にデュアルモードの音声会議オプ

ションは、参加者がプレゼンテーションを聞くだけで、やりとりは行わないようなミーティン

グに適しています。

（注）

プレゼンタが電話とマイクの両方に発言することで、すべての参加者がプレゼンテーションを聞

くことができます。
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出席者の招待ページ

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されて

いる設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーショ

ン、さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテン

プレートを使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを設定

する

ミーティングに招待する出席者のメールアドレスを入力します。

アドレスをカンマまたはセミコロンで区切って入力するか、[出席者の選
択]を選択してアドレス帳から出席者を選択することができます。

スケジュール済みミーティングに出席者を招待する場合、1人ま
たは複数の出席者を代理のミーティング主催者として指名する

ことができます。代理主催者は、ミーティングを開始して、主

催者としての役割を担うことができます。代理主催者になるに

は、Meeting Centerウェブサイトにユーザーアカウントがなけれ
ばなりません。

（注）

出席者

公共インターネット上に位置する出席者にあなたのミーティングへの参加

を許可する。チェックが入っていない場合、同一のインターネットネット

ワーク内の出席者のみが参加できます。

このオプションはCiscoUnifiedMeetingPlaceのユーザーのみ利用
できます。

（注）

外部の出席者を許可する

出席者への招待状メールメッセージに、出席者が使用するコンピュータ上

に UCFメディアファイルを再生するために必要なコンポーネントがイン
ストールされているかどうかを確認する要求を追加します:

• Flash Player (Flashムービーまたはインタラクティブ Flashファイルを
再生するために必要です)

• Windows Media Player (音声またはビデオファイルを再生するため)

このオプションは、自分または他のプレゼンタが、ミーティング中に

UCFマルチメディアプレゼンテーションまたはスタンドアロンのUCF
メディアファイルを共有する場合などで役立ちます。

ミーティングに参加する前に、出席者に

リッチメディアプレーヤーの確認を要求

する
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実行できること...オプション...

招待メールからパスワードを除外する:出席者をミーティングに招待する場
合、出席者が受け取る招待メールにはミーティングパスワードが記載され

ません。電話などの別の手段で出席者にパスワードを知らせる必要があり

ます。

出席者がこのウェブサイトのアカウントを持たない場合は、このミーティ

ングへの参加を不可にする:すべての出席者は、ミーティングに出席するた
めにそのサイトのユーザーアカウントを持っている必要があります。

出席者がユーザーアカウントを取得する方法の詳細については、サイト管

理者にお問い合わせください。

セキュリティ

出席者の選択ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

出席者を選択するアドレス帳を選択します。選択したアドレス帳に存在する連絡先が、

ボックスに表示されます。利用できるアドレス帳の種類を次に示します。

個人連絡先:個人アドレス帳に追加した各連絡先が表示されます。Microsoft Outlookを使
用している場合は、Outlookのアドレス帳またはフォルダにある個人連絡先をインポー
トすることができます。

企業アドレス帳:あなたの会社のアドレス帳で、サイト管理者が追加した任意の連絡先が
含まれています。会社がMicrosoft Exchangeのグローバルアドレス一覧を使用している
場合、サイト管理者はその連絡先を企業アドレス帳に追加することができます。

アドレス帳

出席者:選択した連絡先を、出席者一覧に追加します。

代理主催者:選択した連絡先を出席者のリストに、代理主催者として追加します。代理主
催者には、代理主催者として作業を行うための情報を記載した、メールメッセージが送

信されます。代理主催者は、ミーティングを開始して、主催者としての役割を担うこと

ができます。代理主催者がミーティングを開始した後、またはミーティングに参加した

後に、本来の主催者がミーティングに参加した場合、その主催者が自動的に主催者とし

ての役割を引き継ぐことはありません。

代理主催者になるには、ミーティングサービスWebサイトにユーザーアカウントがな
ければなりません。

招待

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
41

ミーティングのスケジューリング

出席者の選択ページ



登録ページ

パスワードが必要なミーティングで、登録要求の自動承認を設定した場合、ミーティングの開

始後に出席者が登録すると、その出席者は即座にミーティングに参加することができます。こ

のとき、パスワードを入力する必要はありません。そのため、ミーティングを不正なアクセス

から保護するには、[登録要求をすべて自動承認する]チェックボックスの選択を解除して、手
作業で各登録要求を承認または拒否する必要があります。

パスワードが必要なミーティングで登録要求を自動的に承認しない場合、ミーティングの開始

後に出席者が登録すると、その出席者は登録を確認するメールメッセージを受け取り、ミー

ティングパスワードが通知されるまでの間、ミーティングに参加することはできません。ミー

ティング中に登録要求を確認し、出席者の登録を承認することもできます。

重要

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されている設定

を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーション、さら

には前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプレートを使用す

ることで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプショ

ンを設定する

•なし:ミーティングに参加するために登録する必要がない場合に指定します。

•出席者の登録が必要:すべての出席者は、登録してミーティングに出席する必
要があります。出席者は、登録要求が承認されないと、ミーティングに出席す

ることはできません。

登録を要求することには、次のような利点があります:

◦出席者リストを参照して、各出席者がミーティングに登録したかどうかを
確認する

◦出席者の参加に先立って、出席者名、メールアドレス、および必要に応じ
て他の個人情報を収集できる

◦出席者ごとに登録要求を承諾または拒否できる

◦ミーティングのセキュリティを向上できる

登録

ミーティングに登録するために出席者が記入する必要がある情報を選択します。こ

こで選択しなかった情報も登録フォームに表示されますが、出席者はそれらの項目

に記入しなくても登録要求を行うことができます。

出席者の詳細情報の取得
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実行できること...オプション...

すべての登録要求を自動的に承認します。登録が承認された出席者は、ミーティン

グに参加することができます。この場合、登録要求を受けとることはありません。

このオプションを選択しない場合は、それぞれの登録要求個別に承認するか、また

は拒否する必要があります。

登録要求をすべて自動承認する

登録要求の承認および拒否

手順

ステップ 1 WebExサービス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WebEx]を選択します。
[マイミーティング]ページに、スケジュール済みミーティングが一覧表示されます。

ステップ 3 ミーティング一覧から、登録要求を承認または拒否するミーティングの議題をクリックします。

マイミーティングページが表示されます。

ステップ 4 出席者を選択します。

[登録済み出席者]ページに、ミーティング登録済みの出席者が表示されます。

ステップ 5 登録要求を承認または拒否する各出席者に対応するチェックボックスを選択します。

•現在リストに表示されているすべての出席者を選択するには、[すべて選択]を選択します。

•現在リストで選択されている項目を、すべて選択解除するには、[すべて解除]を選択します。

ステップ 6 選択されている登録要求の承認または拒否を選択します。

•選択したすべての出席者に対して登録要求を承認するには、[承認]を選択します。

•選択したすべての出席者に対して登録要求を拒否するには、[拒否]を選択します。

列見出しを選択し、登録済み出席者リストをソートすることができます。

また、一般用の [ミーティング一覧]ページでミーティングを選択すると、[登録済み出
席者]ページを開くことができます。次に、[詳細情報 >出席者]を選択します。

ヒント

協議事項と挨拶文
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。
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実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されている

設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーション、

さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプレート

を使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを

設定する

ミーティングの協議事項を設定します。空白や句読点も含めて2500文字まで入
力できます。協議事項は、ミーティングサービスサイトの [ミーティング情報]
ページに表示されます。

協議事項

ミーティング中、コンテンツビューアに表示される [情報]タブ用のテンプレー
トを選択することができます。[情報]タブには、次のようなミーティングに関
する情報が含まれます:

•ミーティング主催者

•電話会議用の電話番号

•主催者キー (主催者の場合)

WebEx Sales Centerを使用している場合:サイト管理者がミーティングサー
ビスのための 1つまたは複数のカスタマイズされた [情報]タブ用テンプ
レートを用意している場合にのみ、他のテンプレートを選択できます。

情報タブのテンプレート

参加者がミーティングに参加した後に自動的に共有されるプレゼンテーション

またはドキュメントを選択します。このオプションは、出席者に対し主催者よ

り先にミーティングに参加することを許可する場合に有用です。

選択するファイルは、次の要件を満たしていなければなりません:

• Universal Communciation Format (UCF)であること。UCFファイルの作成方
法は、『WebEx Universal Communications Toolkitの使い方』を参照してく
ださい。このガイドは、お使いのミーティングサービスサイトで参照する

ことができます。

•ミーティングサービスサイトの個人用フォルダに存在します。既に個人用
フォルダに存在する UCFファイルを選択することも、ミーティングのス
ケジュール時に新たに個人用フォルダにファイルをアップロードして選択

することもできます。

参加者が、ミーティングに参加した

らすぐに、プレゼンテーションまた

はドキュメントが自動的に共有され

ます。
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実行できること...オプション...

コンテンツビューアで、プレゼンテーションスライドまたはドキュメントペー

ジを選択した間隔で自動的に進めます。

•プレゼンテーションまたはドキュメントに複数のスライドまたはページが
ある場合にのみ、このオプションを選択してください。

•プレゼンテーションまたはドキュメントに UCFメディアファイルがある
場合はこのオプションを選択しないでください。

連続再生:は、[自動的に開始]を選択した場合にだけ利用できます。共有
プレゼンテーションまたはドキュメントの再生が完了した後、再び最初か

ら再生を開始し、ページを自動的に進めていきます。

次の間隔でページを進める:は、[自動的に開始]を選択した場合にだけ利
用できます。スライドまたはページを自動的に進める時間間隔を選択しま

す。

出席者にプレゼンテーションまたはドキュメントの操作を許可: 参加者に、各
自のコンテンツビューア中でプレゼンテーションまたはドキュメントを独自に

参照させます。スライドやページは自動的に進みません。

プレゼンテーションまたはドキュメントに 1つのスライドまたはページだけが
存在している場合、または音声やビデオオブジェクトなどのUCFリッチメディ
アオブジェクトが存在している場合にこのオプションを選択します。

自動的に開始

このオプションを選択すると、ミーティングの開始時に主催者とプレゼンタに

[クイックスタート]ページが表示されます。選択しない場合、ミーティングの
開始時に [情報]ページが表示されます。

[クイックスタート]ページにより、参加者はドキュメント、アプリケーション、
ウェブブラウザ、または他の項目を共有するための容易なアクセスが可能にな

ります。

クイックスタート

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
45

ミーティングのスケジューリング

協議事項と挨拶文



音声やビデオファイルなどの、リッチメディアファイルを含む UCFマルチメディアプレゼン
テーションを共有する場合は、次のガイドラインに従ってください:

重要

•各メディアファイルがプレゼンテーションファイルに埋め込まれているか、アクセス可
能なWebサーバー上にあることを確認します。自分のコンピュータ上にあるメディアファ
イルへのリンクがプレゼンテーションに含まれる場合、参加者はそのメディアファイル

を参照することができません。UCFマルチメディアプレゼンテーションの作成方法は、
『WebEx Universal Communications Toolkitの使い方』を参照してください。このガイドは
ウェブサイトで参照することができます。

• [協議事項と挨拶文]ページで [参加者にファイルのコントロールを許可]を選択します。
このオプションを選択しない場合、ドキュメントまたはプレゼンテーション中のページ

またはスライドが自動的に進められるため、参加者がメディアファイルを参照できない

可能性があります。

•参加者に対して自動再生するように各メディアファイルを設定していることを確認しま
す。UCFメディアファイルに対してこのオプションを設定する方法は、『WebExUniversal
Communications Toolkitの使い方』を参照してください。このガイドは、ご利用のウェブ
サイトで参照することができます。

プレゼンテーションの追加/選択ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

選択したファイルはWebEx Universal Communciation Format (UCF)でなければなりません。ヒント

実行できること...オプション...

コンピュータ上にある UCFプレゼンテーションまたはドキュメントを選択
し、個人用フォルダにアップロードします。

ファイルをアップロードするには、[選択]からアップロードしたいファイル
が入っているフォルダを選択します。[参照]を選択し、コンピュータ上の
ファイルを選択し、[開く]、[アップロード]の順に選択します。

[マイフォルダ]へのファイルのアップ
ロード

既に個人用フォルダにある UCFプレゼンテーションまたはドキュメントを
選択します。

参加者がミーティングに参加すると、選択したファイルが参加者に対して自

動再生されます。

自動的に共有するプレゼンテーション

を選択する
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ミーティングのオプションページ

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに保存されている

設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼンテーション、

さらには前回のミーティングで選択したオプションの情報を持つテンプレート

を使用することで、時間を節約することができます。

テンプレートを使ってオプションを

設定する

ミーティング中に利用できるオプションを選択します。選択しなかったオプショ

ンは、ミーティングで利用することはできません。

プレゼンタは、ミーティング中に任意のオプションをオンまたはオフにするこ

とができます。

ミーティングのオプション:

ミーティング中にミーティングウィンドウでチャットオプションを利用する場

合に選択します。

チャット

ミーティング中にミーティングウィンドウでビデオオプションを利用する場合

に選択します。

高画質ビデオをオンにする:ビデオの最大解像度は360p (640x360)です。しかし、
参加者が送受信できるビデオの画質は参加者のウェブカメラ、コンピュータの

性能、およびネットワーク速度に依存します。

高画質ビデオをオンにする:参加者が最大720p解像度でHDビデオを送受信する
ことを許可する。しかし、参加者が送受信できるビデオの画質は参加者のウェ

ブカメラ、コンピュータの性能、およびネットワーク速度に依存します。

ビデオサムネイルを表示する:参加者が参加者リストの表示から参加者のビデオ
サムネイルの表示に切替えることを許可する。このオプションがオフの場合は、

参加者は発言中の参加者のビデオと各自のビデオ表示しか見ることができませ

ん。

ビデオ

ミーティング中にミーティングウィンドウでメモを利用する場合に選択します。

すべての参加者にメモの記入を許可する:ミーティング中はすべての参加者が
各々のメモを取ることができ、各自のコンピュータに保存できます。

一人のメモ記録係:ミーティング中、1人の参加者だけにメモを取ることを許可
します。既定では、主催者がメモの記録係になります。しかし、他の参加者を

記録係として指定することもできます。メモ記録係は、ミーティング中の任意

の時点で、すべての参加者のミーティングウィンドウ上にメモを公開すること

ができます。主催者はメモの議事録を参加者にいつでも送信できます。

メモ
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実行できること...オプション...

ミーティング中1人の参加者 (字幕担当者)にだけメモを取ることを許可します。
このオプションは、ミーティングに聴覚障害者が参加している場合に役立ちま

す。既定では、主催者が字幕担当者になります。しかし、他の参加者を字幕担

当者として指定することもできます。字幕担当者がEnterキーを押すと、それま
でに速記したメモの内容がすべての参加者のミーティングウィンドウに字幕と

して表示されます。通常、メモは 1行ごとに表示されます。主催者は好きなと
きに、参加者に対してキャプションの議事録を送信することができます。

字幕を有効にする

このオプションを選択すると、ミーティング中にプレゼンタがファイルを公開

して、出席者にダウンロードさせることができます。

ファイル転送

ミーティング中に、UCFマルチメディアプレゼンテーションまたはスタンドア
ロンのUCFメディアファイルとして、Universal Communications Format (UCF)メ
ディアファイルの共有を出席者に許可する場合に選択します。プレゼンタでも

あるミーティング主催者は、このチェックボックスを選択しているかどうかに

かかわらず、常に UCFメディアファイルを共有することができます。

この警告音オプションは、アドバンストスケジューラの電話会議ペー

ジで、統合型電話会議を選択した場合にだけ利用できます。

（注）

出席者に対して UCFリッチメディ
アを有効にする

プレゼンタは、ミーティング中にいつでも出席者全員または出席者個別の既定の権限を変更す

ることができます。

（注）

出席者の権限ページ
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...オプション...

テンプレートを選択し、このミーティング用のテンプレートに

保存されている設定を使用します。

招待する出席者の一覧、ミーティング開始前に表示するプレゼ

ンテーション、さらには前回のミーティングで選択したオプ

ションの情報を持つテンプレートを使用することで、時間を節

約することができます。

テンプレートを使ってオプションを設定する

ミーティングの開始時に出席者に付与する権限を選択します。

プレゼンタはミーティング中に、出席者に任意の権

限を与えたり、削除することができます。

（注）

権限
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実行できること...オプション...

コンテンツビューアの上部に表示されるツールバーを使って、

任意の共有ドキュメントまたはプレゼンテーションに注釈を付

けたり、コンテンツビューアに表示される共有ホワイトボード

上に描画します。出席者が付けた注釈は全参加者に表示されま

す。

注釈

共有アプリケーション、デスクトップ、またはウェブブラウザ

のリモート操作権限をプレゼンタに要求します。

アプリケーション、ウェブブラウザ、またはデスク

トップのリモートコントロール

コンテンツビューアに表示される任意のページ、スライド、ま

たはホワイトボードを参照します。この権限を与えると、出席

者はページ、スライド、またはホワイトボードを個別に移動し

て参照することができます。

任意のページの表示

電話会議中の任意の時点で00をダイヤルすると、電話会議サー
ビスのオペレータに連絡します。

ご利用のサイトにこのオプションが用意されている場合にだけ

利用できます。

オペレータへのプライベートな連絡

他の参加者にプライベートなチャットメッセージを送信しま

す。プライベートなチャットメッセージは、受信者のチャット

ビューアだけに表示されます。

[主催者]:ミーティング主催者とのプライベートなチャット

プレゼンタ:プレゼンタとだけプライベートにチャットします。

すべての出席者:他の出席者とのプライベートなチャット

プライベートチャットの参加:

レビューページ
レビューページでできること:

•アドバンストスケジューラの各ページに入力したすべての情報を再確認します。

•変更が可能です。情報を入力したページに戻って情報を修正します。

•スケジューラで選択した設定やオプションを使用するのではなく、これらの設定をミーティ
ングテンプレートのいずれかの設定と置き換える。

変更が完了したら、[スケジュール]または [開始]を選択します。
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スケジュール済みミーティングのセキュリティレベルの

選択
ミーティングのスケジュール時に、次の方法でミーティングのセキュリティを強化することがで

きます。

•パスワードを要求する:出席者がミーティングに参加するには、設定されているパスワードを
入力する必要があります。詳細については次を参照してください。必須情報ページ, （32
ページ）

•ミーティングカレンダー上でこのミーティングを公開しない:非公開ミーティングは、[ミー
ティング一覧]ページのミーティングカレンダーにも、[パーソナル会議室]ページにも表示
されません。非公開ミーティングに参加するには、固有のミーティング番号を入力する必要

があります。詳細については次を参照してください。必須情報ページ, （32ページ）

•招待メールからセッションパスワードを除外:招待者をミーティングに招く場合に、Meeting
Centerウェブサイトから出席者に自動送信される招待メールにパスワードを含めないように
することができます。詳細については次を参照してください。必須情報ページ, （32ペー
ジ）

•出席者にサインインを要求する:ミーティングに参加するには、出席者にMeeting Centerウェ
ブサイトのユーザーアカウントの保有を要求することができます。これによって、ログイン

した出席者のみがミーティングに参加できるようになります。詳細については次を参照して

ください。出席者の招待ページ, （40ページ）

ミーティングの目的に応じて、セキュリティレベルを選択してください。例えば、社内ピク

ニックの話し合いのためにミーティングを実施するのであれば、ミーティングのパスワードを

設定するだけで十分と言えます。一方、社外秘の財務情報に関するミーティングを行うような

場合は、ミーティングカレンダーでミーティングを非公開にします。また、すべての出席者が

ミーティングに参加したら、以降のアクセスを制限することもできます。

ヒント

ミーティングテンプレート
頻繁に同じグループの人と会い、同じトラッキングコード、音声の設定、および他のミーティン

グオプションを使ってミーティングをスケジュールする場合は、これらの設定をテンプレートに

保存することができます。はじめてミーティングを設定するときに、その設定をテンプレートに

保存します。その後、別のミーティングをスケジュールする時期になったら、クイックスケジュー

ラまたはアドバンストスケジューラの任意のページからそのテンプレートを選択することができ

ます。

既存のミーティングテンプレートを使用するには 3つの方法があります。

•テンプレートを使用するが、テンプレートに対する変更は保存しない
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•テンプレートの設定を変更し、変更をそのテンプレートに保存する

•テンプレートの設定を変更し、変更を新しいテンプレートに保存する

スケジューリングに既存のテンプレートを使用する
すべての詳細を変更せずにテンプレートを使用したり、スケジューラの任意のページで変更を行

うことができます。

手順

ステップ 1 Meeting 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の [ミーティングの開催]の下で、[ミーティングのスケジュール]を選択しま
す。

ステップ 3 使用するテンプレートを [テンプレートを使ってオプションを設定]ドロップダウンリストから選
択します。

ステップ 4 (オプション)ページで設定を変更します。
例えば、出席者を追加したり削除したり、あるいは出席者がミーティングに参加したときに新し

いプレゼンテーションを表示することが可能です。変更を加えるページには、スケジューラを使っ

て移動するだけです。

ステップ 5 ミーティングの開始またはスケジューリング時に次のことを行います:

•ミーティングの開始時刻になったら、[開始]を選択してミーティングを始めます。

•ミーティングの開始時刻が現在時刻より後の場合、[スケジュール]を選択します。

スケジュール済みミーティングを確認するための、[ミーティングのスケジュール]ページが表示
されます。また、設定したミーティング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。
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既存のミーティングテンプレートを使って新規のテンプ

レートを作成する

手順

ステップ 1 Meeting 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の [ミーティングの開催]の下で、[ミーティングのスケジュール]を選択しま
す。

ステップ 3 使用するテンプレートを [テンプレートを使ってオプションを設定]ドロップダウンリストから選
択します。

ステップ 4 任意のページで詳細を変更します。

例えば、出席者の追加や削除、ミーティング日時の変更、ミーティング開始前に表示するマルチ

メディアドキュメントの追加などを行います。

ステップ 5 変更を加えた現行テンプレートを上書きで保存するには、次の操作を行います:
a) [テンプレートとして保存]を選択します。
これらの新しい設定を割り当てることができるテンプレートのリストが表示されます。

b) 変更を加えたいテンプレートを選択し、[保存]を選択します。
選択したテンプレートを編集済みのテンプレートで置き換えるかどうかを確認するメッセージ

ボックスが表示されます。

c) [OK]を選択します。
d) この新しいバージョンのテンプレートの名前を入力し、[保存]を選択します。

オリジナルのテンプレートが変更されることはありませ

ん。

（注）

ステップ 6 新しいテンプレートで変更内容を保存するには、次の操作を行います:
[テンプレートとして保存]を選択します。

[テンプレート名]ボックスで新しいテンプレートの名前を入力し、[保存]します。

ミーティングがスケジュールされましたページ (ミーティ
ング主催者)

ミーティングのスケジュールが成功した後、この確認ページが表示されます。

このページでできること

•このミーティングを自分のミーティングカレンダー (MS Outlookや Lotus Notes)に追加する

   WebEx Meeting Center のユーザーガイド
52

ミーティングのスケジューリング

既存のミーティングテンプレートを使って新規のテンプレートを作成する



•スケジュールしたミーティングの詳細を編集する

ミーティング情報ページ (ミーティング主催者)
このページには自分がスケジュールしたミーティングの詳細が表示されます。

このページでできること

•日付、時間、継続時間、およびミーティングに関する他の有用な情報を確認する

•ミーティングで出席者の登録が必要な場合、登録済み出席者の一覧を見る

•スケジュールしたミーティングの詳細を編集する

•ミーティングを開始する

•ミーティングを自分のカレンダーに追加する (まだ行っていない場合)

ミーティング情報ページ (出席者)
このページには自分がスケジュールしたミーティングの詳細が表示されます。

このページでできること

•日付、時間、継続時間、およびミーティングに関する他の有用な情報を確認する

•ミーティングを自分のカレンダーに追加する (まだ行っていない場合)
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第 5 章

パーソナル会議のミーティングまたは

MeetingPlace パーソナル会議のミーティン
グをスケジュールする

• ミーティングのスケジューリング, 55 ページ

• パーソナル会議またはMeetingPlaceパーソナル会議のミーティングを設定する, 56 ページ

• パーソナル会議のミーティングまたはMeetingPlaceパーソナル会議のミーティングを開始す
る, 56 ページ

• パーソナル会議ミーティングまたはMeetingPlaceパーソナル会議をカレンダープログラムに
追加する, 57 ページ

• パーソナル会議のミーティング情報ページ (出席者), 58 ページ

• パーソナル会議のミーティング情報ページ (主催者), 58 ページ

ミーティングのスケジューリング
パーソナル会議のミーティングには、音声通話とオンラインミーティングが含まれます。音声通

話を開始し、開始後すぐにWebExサービスサイト上でオンラインミーティングが自動的に開始さ
れます。

音声会議に参加している間、ミーティング参加者とプレゼンテーション、ドキュメント、または

アプリケーションを共有したい場合、パーソナル会議ミーティングのオンライン会議を開始する

ことができます。参加者はパーソナル会議ミーティングの音声に参加しながら、オンライン会議

に参加することができます。お使いのサイトがパーソナル会議をサポートしている場合に限りパー

ソナル会議ミーティングを利用することができます。

MeetingPlaceパーソナル会議のミーティングでは、音声会議のためにCiscoUnifiedMeetingPlace音
声会議のアカウントを使用します。このアカウントにはオンライン会議は含まれません。

MeetingPlaceパーソナル会議は、自分のサイトが Cisco Unified MeetingPlace音声会議および
MeetingPlaceパーソナル会議をサポートしている場合にのみ利用できます。
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パーソナル会議または MeetingPlace パーソナル会議の
ミーティングを設定する

パーソナル会議ミーティングをスケジュールしている場合は、パスワードを指定する必要はあり

ません。既定では、パスワードはこのミーティングのために指定された自分のパーソナル会議ア

カウントの出席者アクセスコードになります。MeetingPlaceパーソナル会議ミーティングをスケ
ジュールしている場合は、パスワードを指定する必要はありません。

手順

ステップ 1 Meeting Centerウェブサイトにログインします。

ステップ 2 左側ナビゲーションバーから、[ミーティングのスケジュール]を選択します。

ステップ 3 [アドバンストスケジューラ >必須情報]の順に選択します。

ステップ 4 [ミーティングタイプ]で [パーソナル会議]または [MeetingPlaceパーソナル会議]を選択します。

ステップ 5 必須情報を入力します。

ステップ 6 ミーティングをすぐにスケジュールするか、さらに情報を追加します。

•これらの情報を使用してミーティングをスケジュールするには、[ミーティングのスケジュー
ル]を選択します。

•さらにオプションを追加するには、[次へ]を選択するか、スケジューラの別のページへのリ
ンクを選択します。必要な情報を追加した後、[ミーティングをスケジュール]を選択します。

パーソナル会議のミーティングまたは MeetingPlace パー
ソナル会議のミーティングを開始する

パーソナル会議のミーティングはスケジュールしている時刻に自動的に開始されません。まずミー

ティングの音声通話を開始してください。それからオンラインミーティングを開始できます。

MeetingPlaceパーソナル会議室にはオンラインミーティングの機能がありません。
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手順

ステップ 1 音声のみのミーティングを開始するには、確認のメールまたは [パーソナル会議ミーティング情
報]ページに記載された番号にコールします。

ステップ 2 ミーティングのオンラインミーティングを開始する。

•確認メールのリンクをクリックして、パーソナル会議ミーティング情報ページを表示する
か、またはあなたのMeeting Centerサービスサイトから移動します。

•パーソナル会議ミーティング情報ページで、右上角にある [開始]を選択します。

このボタンは、パーソナ会議ミーティングの音声通話がすでに開始している場合にのみ利用でき

ます。

パーソナル会議ミーティングまたは MeetingPlace パーソ
ナル会議をカレンダープログラムに追加する

パーソナル会議室またはMeetingPlaceパーソナル会議のミーティングをスケジュールしたら、そ
のミーティングをMicrosoft Outlookのようなカレンダープログラムに追加することができます。

はじめる前に

このオプションを利用する場合、お使いのカレンダープログラムが、インターネット上でカレン

ダーおよびスケジュール情報を交換するための共通の形式である、iCalender標準をサポートして
いなければなりません。

手順

ステップ 1 いずれかの方法を選択します:

•パーソナル会議ミーティングのスケジュール済みページまたはパーソナル会議ミーティング
の情報ページで、[自分のカレンダーに追加]を選択します。

•パーソナル会議ミーティングまたはMeetingPlaceパーソナル会議ミーティングの編集または
スケジュール後に受信する確認メールから、リンクを選択し、カレンダーにミーティングを

追加します。

自分のカレンダープログラム内でミーティングが開きます。

ステップ 2 ミーティングの要求を受け入れるオプションを選択します。

例えば、Outlookで [承諾]を選択すると、ミーティング項目がカレンダーに追加されます。
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パーソナル会議のミーティング情報ページ (出席者)
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

実行できること...ボタン...

パーソナル会議ミーティングまたはMeetingPlaceパーソナル会議をMicrosoftOutlook
などのカレンダーに追加します。

この機能を使用するには、カレンダープログラムが iCalendar標準に準拠している必
要があります。iCalendarは、カレンダー情報の連携のために広く普及している形式
です。

自分のカレンダーに追加する

パーソナル会議ミーティングの音声通話が開始されたら、[参加]を選択し、パーソ
ナル会議のオンラインミーティングに参加します。

MeetingPlaceパーソナル会議ミーティングには適用しないでくださ
い。

（注）

参加

パーソナル会議のミーティング情報ページ (主催者)
次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

機能...使用するボタン...

このパーソナル会議ミーティングまたはMeetingPlaceパーソナル会議を
Microsoft Outlookなどのカレンダーに追加します。

この機能を使用するには、カレンダープログラムが iCalendar標準に準拠
している必要があります。iCalendarは、カレンダー情報の交換のために
インターネット全体で広く使用されている形式です。

自分のカレンダーに追加する

パーソナル会議ミーティングのオンラインミーティングを開始する。こ

のボタンは、パーソナル会議ミーティングの音声通話を開始した後に利

用できます。(MeetingPlaceパーソナル会議ミーティングには適用しない
でください。)

開始
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第 6 章

WebEx 音声の使用

• WebEx音声, 59 ページ

• 電話を使って音声に接続する, 60 ページ

• コンピュータを使って音声に接続する, 61 ページ

• 音声の切断, 62 ページ

• コンピュータ接続を電話接族に切り替える, 62 ページ

• 電話接続からコンピュータ接族に切り替える, 62 ページ

• 共有中に音声に接続する, 63 ページ

• マイクのミュートおよびミュート解除, 63 ページ

• ミーティングで発言を要求する, 64 ページ

• ANI/CLI認証の音声会議, 65 ページ

• 記憶された電話番号を編集または更新する, 67 ページ

WebEx 音声
WebEx音声なら電話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:あなたの電話機を使って音声会議への通話を受信したり発信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
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用することが可能です。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。

あなたが主催者である場合、音声会議に500名までの参加者を招待できます。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。何人か

の参加者が電話を使用し、何人かはコンピュータを使用しているような混在モードの電話会議

では、125人までが発言することができます。サードパーティのサービスなど、別のタイプの
音声会議を設定する場合は、サービスが提供するオプションを使用して電話会議を管理する必

要があります。

（注）

電話を使って音声に接続する
ミーティング参加後に音声会議ダイアログが自動的に開かない場合は、クイックスタートからそ

のダイアログを開きます。電話を使用して音声会議に接続する際、コールインを発信するかまた

はコールバックを受信することができます。

•コールバック:指定した電話番号、あるいはユーザープロファイル中に保存している番号宛て
に電話を受け取ります。有効な番号には、市外局番および 7桁の電話番号が含まれなければ
なりません。

•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。

音声会議ダイアログボックスで、ブレイクアウトセッション音声会議に接続する方法を選択

します。

◦表示されている番号でコールバックを受信するには、[コールバック]を選択します。

◦別の番号でコールバックを受信するには、ドロップダウンリストからオプションを選択
し、[コールバック]を選択します。

イトで内部コールバック機能が利用できる場合、このドロップダウンオプション (また
は、サイト管理者により指定された他のカスタマイズラベル)のみが表示されます。

◦コールインするには、ドロップダウンメニューから [コールイン]を選択し、音声会議に
参加するための残りの手順を操作します。

(オプション)国際番号を確認するには、[すべての国際コールイン番号]リンクを選択し
ます。

参加者リスト中の自分の名前のとなりに表示される電話のアイコンが、あなたは電話を使用して

音声会議に参加していることを示します。ビデオアイコンのとなりに表示されるミュートアイコ

ンを使用すれば、自分のマイクをミュートあるいはミュート解除することができます。

電話会議中はいつでも音声機器としての電話の使用から、自分のコンピュータの使用に切り替え

ることができます。
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コンピュータを使って音声に接続する
ミーティング参加後に音声会議ダイアログが自動的に開かない場合は、クイックスタートからそ

のダイアログを開きます。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。

音声品質と利便性を向上させるには、スピーカーとマイクではなく、高品質のマイクを持つコ

ンピュータヘッドセットを使用します。

（注）

音声会議ダイアログボックスで [WebEx音声から退席]を選択します。

参加者リスト中の自分の名前のとなりに表示されるヘッドセットのアイコンが、あなたがコン

ピュータを使用して音声会議に参加していることを示します。ビデオアイコンのとなりに表示さ

れるミュートアイコンを使用すれば、自分のマイクをミュートあるいはミュート解除することが

できます。

電話会議中はいつでも音声機器としての自分のコンピュータの使用から、電話の使用に切り替え

られます。

マイクおよびスピーカーの設定を適切に調整する

あなた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。

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。

手順

ステップ 1 ミーティングウィンドウメニューで [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/マイクのテストを行う]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。
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音声の切断

手順

ステップ 1 [参加者]リストの [音声]をクリックします。
[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 [音声を切断]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。

コンピュータ接続を電話接族に切り替える

手順

ステップ 1 音声会議ダイアログボックスを開く場所

•クイックスタートージ

•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 (共有中)

ステップ 2 [音声を切り替える]を選択します。

ステップ 3 コールインまたはコールバックを選択し、残りの操作を行います。

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。

電話接続からコンピュータ接族に切り替える

手順

ステップ 1 音声会議ダイアログボックスを開く場所

•クイックスタートージ
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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 (共有中)

ステップ 2 [音声を切り替える >コンピュータを使って通話]を選択します。
コンピュータの接続が確立すると電話接続が切断されます。コンピュータのヘッドセットの使用

に切り替えてください。

共有中に音声に接続する
進行中のミーティングに参加して共有コンテンツが表示されている場合は、ミーティングコント

ロールパネルからミーティングの音声会議に接続することができます。

手順

ステップ 1 画面上部のミーティングコントロールパネルから [音声]を選択します。
[音声会議]ダイアログボックスが開きます

ステップ 2 ミーティングの音声会議に接続します。

マイクのミュートおよびミュート解除
あなたのユーザー役割によっては、ミーティング中にマイクを速やかにミュートまたはミュート

解除することができます。

手順

ステップ 1 ミュートオプションには以下の方法でアクセスできます:

• Windows:参加者パネルで右クリックします

• Mac:Ctrlを押しながら参加者パネルをクリックします

ステップ 2 以下の作業を行います:

•あなたが主催者の場合:

◦ [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時点で自動的にす
べてのマイクがミュートされます。あなたのマイクには適用されません。
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◦ [ミュート]または [ミュート解除]を使用して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

◦ [すべてミュート]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。あなたのマイクには適用されません。

•あなたが参加者の場合、[ミュート]または [ミュート解除]アイコンを選択してマイクをミュー
トまたはミュート解除します。

共有中、参加者は各自の画面上部にあるミーティングコントロールパネルからミュートまたは

ミュート解除することができます。

あなたがミュートまたはミュート解除したユーザーのマイクアイコンの状態が切り替わります。

ミーティングで発言を要求する
参加者が発言したいものの、主催者によりミュートされている場合、主催者にマイクのミュート

解除を要求することで発言できます。発言要求はいつでも取り下げることができます。

結果発言要求を行うには

主催者とプレゼンタの参加者リスト上に [挙手]インジケータが表示されま
す。

[参加者]パネルで [挙手]を選択する

結果発言要求を撤回するには

主催者とプレゼンタの参加者リスト上から [挙手]インジケータが消えま
す。

[参加者]パネルで [手を下げる]を選択す
る

結果発言要求を行うには

主催者とプレゼンタの参加者リスト上に [挙手]インジケータが表示されま
す。

[参加者]パネル下部にある [挙手]アイコ
ンを選択する

結果発言要求を撤回するには

主催者とプレゼンタの参加者リスト上から [挙手]インジケータが消えま
す。

[参加者]パネル下部にある [手を下げる]
アイコンを選択する
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ANI/CLI 認証の音声会議
CLI (発呼者ライン認証)またはANI (自動番号認証)は発呼者 IDの 1つの形式であり、呼び出しが
応答される前に発呼者の電話番号を送信するテレフォニーインテリジェントサービスです。主催

者サイトアカウントを持つダイヤルイン電話使用者は、番号を入力する必要なしに、認証され、

適切な音声会議に配置されます。

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ミーティングをスケジュールする。

•メールで招待されていたANI/CLI対応の電話会議にダイヤルインするときに常に認証を受け
る。コールイン認証は、メールアドレスをユーザープロファイルの電話番号にマッピングす

ることで確立されます。

•「スプーファ」がユーザーの番号を使用して音声会議にダイヤルインするのを防ぐために、
コールイン認証 PINを指定する。

•発呼者認証は、ミーティングスケジュールプロセスの間にメールによってCLI/ANIが有効な
音声会議に参加者が招待された場合にのみ利用できます。音声会議の開始後に招待された参

加者は、発呼者認証を使用できません。

ANI/CLI 認証の音声会議のスケジュール

手順

ステップ 1 Meeting 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の [ミーティングの開催]の下で、[ミーティングのスケジュール]を選択しま
す。

[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 3 [音声オプションの変更]を選択します。
[音声オプション]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 まだ選択されていない場合、[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]を
選択します。

発呼者認証は、ミーティングスケジュールプロセスの間にメールによって CLI/ANIが有効な音声
会議に参加者が招待された場合にのみ利用できます。音声会議の開始後に招待された参加者は、

発呼者認証を使用できません。

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
65

WebEx 音声の使用
ANI/CLI 認証の音声会議



主催者アカウントのコールイン認証

主催者アカウントを有しており、サイトでコールイン認証が有効な場合は、ユーザープロファイ

ルにリストされている電話番号に認証を設定できます。メールで招待されているCLI (発呼者回線
識別)、あるいはANI (自動番号認証)が有効な電話会議にダイヤルインすると常に、メールアドレ
スをプロファイルで指定されている電話番号にマッピングすることで、呼び出しの認証が行われ

ます。

発呼者認証は、スケジュールプロセス中にメールによって CLI/ANI (自動番号認証)が有効な電話
会議に参加者が招待された場合にのみ利用できます。参加者が次の招待からCLI/ANI対応の電話
会議にダイヤルインする場合は、発呼者認証は利用できません:

•メール以外からの招待。

•ミーティング中に発信された招待メール。

主催者アカウントのコールイン認証を指定する

手順

ステップ 1 Meeting 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WebEx]を選択します。

ステップ 3 [マイプロファイル]を選択します。

ステップ 4 [個人情報]で、ダイヤルイン認証を設定する電話番号のとなりの [コールイン認証]チェックボッ
クスを選択します。

ステップ 5 [更新]を選択します。

コールイン認証 PIN を指定する
主催者アカウントを持っていて、サイトで CLI (発呼者回線識別)、または ANI (自動番号認証)が
有効になっている場合は、コールイン認証 PINを使用して、"スプーファ"が参加者の電話番号を
使用して電話会議にダイヤルインするのを防ぐことができます。

管理者が、サイトでコールイン認証を使用するすべてのアカウントに対して認証 PINを必須とし
て設定している場合は、ユーザーは PIN番号を指定する必要があり、指定しないとそのアカウン
トに対してコールイン認証は無効になります。
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手順

ステップ 1 Meeting 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WebEx]を選択します。

ステップ 3 [マイプロファイル]を選択します。
[マイWebExプロファイル]ページが表示されます。

ステップ 4 [個人情報]の [PIN:]テキストボックスで、4桁の PIN番号を入力し、指定します。

ステップ 5 [更新]を選択します。

記憶された電話番号を編集または更新する
電話会議にまだ参加していない場合、またはコンピュータから電話会議に参加した場合、あなた

のプロファイル中に一覧表示されている電話番号を編集または更新することができます。さらに、

お使いのコンピュータに保存されたどの電話番号のクッキーも表示することができます。

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。

手順

ステップ 1 [クイックスタート]から [音声会議]ダイアログを選択します。

ステップ 2 [その他]アイコンから [コールバック]を選択します。

ステップ 3 ドロップダウンリストを選択し、[電話番号の管理]を選択します。
[電話番号を管理]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 コンピュータのクッキーに記憶された電話番号は、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、[削除]をクリックして削除します。
電話を使って電話会議に参加しているときは、電話番号を編集または更新することはできません。
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第 7 章

統合型音声会議の使用

• 統合型音声会議, 69 ページ

• 統合型音声会議を開始または終了する, 70 ページ

• 統合型音声会議に参加または退出する, 70 ページ

• 音声通話で発言する, 70 ページ

統合型音声会議
統合型音声会議により、参加者はお互いにコンピュータ経由でインターネットに接続するVoIPを
使って通話することができます。統合型音声会議は次のような場合に役立ちます。

•参加者が遠隔地にいて、長距離電話料金の負担を回避したい場合

•ミーティングのスタイルがディスカッション型ではなくプレゼンテーション型であり、参加
者間の対話が必要とされない場合

音声品質と使い勝手を高めるには、スピーカーとマイクではなく、高品質のマイクが装備され

たコンピュータヘッドセットを使用してください。

（注）
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統合型音声会議を開始または終了する

手順

ステップ 1 統合音声会議を開始するには、ミーティングウィンドウで [音声 >統合型音声会議 >会議通話を
開始]の順に選択します。

ステップ 2 音声会議を終了するには、[音声 >統合型音声会議 >会議通話を終了]の順に選択します。

統合型音声会議に参加または退出する

手順

ステップ 1 統合型音声会議に参加するには下のいずれかの操作を行います。

•主催者が通話会議を開始すると自動的に表示されるダイアログボックス中で [はい]を選択し
ます。

• [音声 >統合型音声会議 >会議通話に参加]の順に選択します。

ステップ 2 音声会議から退出するには、[音声 >統合型音声会議 >会議通話から退出]の順に選択します。

音声通話で発言する
あなたが現在の発言者である場合の発言方法は、ミーティングで現在選択されているスピーカー

設定オプションにより異なります。

•デスクトップスピーカー (既定)

発言中は Ctrlキーを押してください。このキーを押すと、スピーカーがミュートされ、電話
会議の音声のエコーが防止されます。

•ヘッドセット:

ミーティングウィンドウの右側下部に情報が表示されます。マイクに向かって話してくださ

い。
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ビデオを送受信する

• ビデオの送受信, 71 ページ

• ビデオ会議のシステム最小要件, 72 ページ

• 操作のクイックリファレンス:ビデオ会議, 73 ページ

• 映し出す参加者を 1人に固定する, 73 ページ

• 共有中のビデオの管理, 74 ページ

• ミーティング中にビデオと音声のデータを取得する, 74 ページ

ビデオの送受信
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:

•録画

•投票

•ファイル転送
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• TelePresence会議室内の参加者とのチャット

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:

要件操作

•高画質ビデオの撮影が可能なWebカメラWebExは通常このタイプのWeb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WebカメラWebExは通常このタイプのWeb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
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操作の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

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

将来のミーティングでビデオポップアップを

無効にする

映し出す参加者を 1 人に固定する
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。

参加者を映し出して固定するダイアログボックスが表示されます。

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。ビデオはより
大きな声の発言者に切り替えて映し出します。
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•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。

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

ミーティング中にビデオと音声のデータを取得する
Meeting Centerおよび Training Centerのみ

ミーティング中にビデオまたは音声の問題が発生しますか?テクニカルサポートに連絡する場合、
ミーティング中に取得できるビデオと音声のデータが役立ちます。

• [ミーティング]ウィンドウから音声とビデオのデータを取得するには、[ミーティング>音声
とビデオの統計値...]の順に選択します。

•参加者のビデオ送信中に音声とビデオのデータを取得するには、アクティブスピーカーの表
示を右クリックし、[音声とビデオの統計値...]を選択します。
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今すぐミーティングを使ってミーティング

をすばやく開始する

• インスタントミーティングの既定の設定を作成する, 75 ページ

• WebExサイトからインスタントミーティングを開始する, 76 ページ

• WebEx生産性向上ツールをインストールする, 76 ページ

• Windows環境のWebEx生産性向上ツールパネルからインスタントミーティングを開始する,
77 ページ

• ショートカットからインスタントミーティングを開始する, 78 ページ

• WebEx生産性向上ツールをアンインストールする, 78 ページ

インスタントミーティングの既定の設定を作成する
あなたが指定する設定が、デスクトップのWebEx生産性向上ツールまたはWebExサイトから開
始する今すぐミーティングのインスタントミーティングに適用されます。

手順

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [基本設定] (左側ナビゲーションバー)を選択します。

ステップ 3 [今すぐミーティング]設定を選択してこのセクションを開きます。

ステップ 4 インスタントミーティングの既定オプションを指定する:

•既定のミーティングタイプを選択します。

•事前設定済みのミーティングテンプレートを使う場合は、このテンプレートを使用します。

•既定のミーティング議題とパスワードをしています。
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•あなたの会社が部署、プロジェクト、その他の情報を認識するためのトラッキングコードを
必要とする場合は入力します。

•音声接続のオプションを選択する:

• WebEx音声、他社の電話会議サービス、あるいはコンピュータから接続する VoIPのみ
を使用するかを指定します。

•サイトでパーソナル会議の使用が有効になっている場合は、既定のパーソナル会議アカ
ウント番号を入力します。

•サイトでMeetingPlace音声が使用できる場合は、その情報も指定します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

WebEx サイトからインスタントミーティングを開始する
はじめる前に

既定の今すぐミーティング設定を指定します。インスタントミーティングの既定の設定を作成す

る, （75ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 WebExサービスサイトにログインし、Meeting Centerを選択します。

ステップ 2 左側のナビゲーションバーから、[ミーティングの開催>今すぐミーティング]の順に選択します。

WebEx 生産性向上ツールをインストールする
サイト管理者が、あなたのWebEx生産性向上ツールのダウンロードを許可している場合、デスク
トップ上のMicrosoft Office、ウェブブラウザ、Microsoft Outlook、IBM Lotus Notes、インスタント
メッセンジャーなどの他のアプリケーションから即座にミーティングを開始または参加すること

ができます。Microsoft Outlookまたは IBM Lotus Notesを使えば、WebExサービスサイトに移動し
なくても、直接ミーティングをスケジュールできます。
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手順

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 左側ナビゲーションバーで [サポート >ダウンロード]を選択します。

ステップ 3 [生産性向上ツール]からオペレーティングシステムを選択します。

ステップ 4 [ダウンロード]を選択します。
[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 5 インストールプログラムをコンピュータに保存します。

インストールファイル名の拡張子は .msiです。

ステップ 6 インストールファイルを実行し、その手順に従います。

ステップ 7 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、次に [WebEx設定]ダ
イアログボックス内のインスタントミーティングを含む生産性向上ツール用のWebEx設定を確認
します。

システム管理者は、社内のコピュータに大量インストールすることもできます。詳細

は、http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdfを参照してください。
（注）

Windows 環境の WebEx 生産性向上ツールパネルからイン
スタントミーティングを開始する

はじめる前に

既定の今すぐミーティング設定を指定します。インスタントミーティングの既定の設定を作成す

る, （75ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 以下のいずれかの方法で、WebEx生産性向上ツールを開きます:

•デスクトップで [WebEx生産性向上ツール]のショートカットをダブルクリックします。

• [スタート >プログラムWebEx >生産性向上ツール]の順にアクセスし、WebEx生産性向上
ツールを開きます。

•デスクトップのタスクバーにある [WebEx生産性向上ツール]アイコンを右クリックします。

必要に応じてダイアログボックス中の必須のWebExアカウント情報を入力し、[ログイン]を選択
します。

ステップ 2 WebEx生産性向上ツールで [今すぐミーティング]を選択します。
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WebEx生産性向上ツールパネルについてのガイドは、[WebEx生産性向上ツール使用で
の今すぐミーティングユーザーガイド]を参照してください。

（注）

ショートカットからインスタントミーティングを開始す

る

手順

ステップ 1 インスタントミーティングの既定の設定を作成するが済んでいない場合は、既定設定を指定して

ください。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを使ってミーティングを開始します:

• WebEx生産性向上ツールタスクバーアイコンを右クリックし、[今すぐミーティング]をク
リックし、インスタントミーティングを開始します。

• WebEx生産性向上ツールタスクバーアイコンを右クリックし、[今すぐミーティング]をク
リックし、スケジュール済みミーティングを開始します。

• [パーソナル会議ミーティングを開始]を選択してスケジュール済みのパーソナル会議ミーティ
ングを開始します。

• Microsoft OutlookのWebExツールバーから [今すぐミーティング]を選択してインスタント
ミーティングを開始します。このオプションはWindowsとMacの両方に対応しています。

•インスタントメッセンジャー (Skype、AOL Instant Messenger、Lotus SameTime、Windows
Messenger、Google Talk、および Yahoo Messengerなど)で、[WebExミーティングを開始]を
選択します。

•ウェブブラウザで [ブラウザを共有]を選択します。

WebEx設定ダイアログボックスで利用できるショートカットを管理することができま
す。

ヒント

WebExの今すぐミーティングを使用する手順については、WebEx生産性向上ツールのユーザーガ
イドを参照してください。

WebEx 生産性向上ツールをアンインストールする
WebEx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。WebEx生産性向上
ツールをアンインストールすると、WebEx生産性向上ツールパネルおよび [今すぐミーティング]
コマンドを含めた生産性向上ツールが全てコンピュータから削除されます。
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いくつかの生産性向上ツールを残しその他を無効にする場合は、[WebEx設定]ダイアログボッ
クスのオプションを編集します。

（注）

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]の順に選択します。

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。

ステップ 3 コンピュータのコントロールパネルからWebEx生産性向上ツールをアンインストールします。
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第 10 章

Cisco Collaboration Meeting Rooms Cloud

• Cisco Collaboration Meeting Rooms Cloud, 81 ページ

Cisco Collaboration Meeting Rooms Cloud
Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloudを使えば、WebExミーティングへのアクセスがよ
り便利になります。パーソナル会議室はいつでもアクセスできる仮想の会議室です。パーソナル

会議室のURL、ビデオアドレス、およびコールイン電話番号はあなただけの固有なものとなりま
す。

詳細については、CiscoWebExMeeting Center with CollaborationMeeting Rooms (CMRCloud)ユーザー
ガイドを参照してください。

CMRCloudはオプションでの機能です。あなたのサイトで設定済みの場合は、サイト管理者が
有効にすることで利用できます。詳細については、あなたのCiscoWebExのサポート担当者に
連絡してください。

（注）
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第 11 章

ミーティング録画の管理

• ミーティング録画の管理, 83 ページ

• 録画ミーティングの一覧を表示する, 84 ページ

• 録画ミーティングファイルのアップロード, 85 ページ

• 録画ミーティングの情報を編集する, 85 ページ

• 録画ミーティング共有のためのメールを送信する, 85 ページ

ミーティング録画の管理
[マイ録画ミーティング]ページでは、ミーティング録画の表示および管理ができます。サーバー
に録画したミーティングはマイ録画済みミーティングページに自動的にリスト作成されます。ロー

カルコンピュータ上にある録画済みミーティングの録画ファイルをアップロードすることもでき

ます。

統合型またはスタンドアロンのWebExレコーダーを使用してミーティングを録画した場合、.wrf
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 [マイ録画]ページまたは [マイ録画ミー
ティング]ページにアップロードすることができます。

WebExネットワークレコーダー (NBR)を使用してミーティングを録画した場合は、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 [自分が録画したミー
ティング]ページの適切なタブ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。

録画をストリーミング再生する場合は、ネットワーク録画で録画された .arf拡張子の録画ファ
イルに対してのみ有効です。このボタンを選択すると、WebExサービスサイトで公開されて
いるすべての場所で録画がを有効または無効にすることができます。

（注）
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録画ミーティングの一覧を表示する

手順

ステップ 1 WebEx Meeting Centerサイトにログインします。

ステップ 2 左のナビゲーションバーの [ミーティングを開催]の下から、[マイファイルマイ録画]の順に選択
します。

[マイ録画ミーティング]ページが表示され、録画ファイルが示されます。

マイ録画ミーティングページ

次の表ではこのページ中の詳細な説明が必要な項目について記載しています。

説明オプション

あなたの録画が使用しているWebExサービスサイト上の使用可能な個人
用記憶域の割合です。

このフィールドは、サイト管理者が個人用の記録記憶域の使用容量の表示

オプション有効にしている場合にのみ表示されます。

あなたの個人用の割り当て記憶域を超過してている場合、録画のいくつか

を削除するか、あるいはシステム管理者が記憶域の割り当てを増やさない

限り、あなたはミーティングを録画することができません。

現在使用しているのはxGBのy%です。

あなたのWebExサービスサイト上で利用可能な個人用の記憶域の内、あ
なたのサイト上のすべての記録が使用している割合です。

あなたのサイトがその記憶域割り当てを超過している場合、いくつかの録

画が削除されるか、あるいはサイト管理者が記憶域割り当てを増やさない

限りミーティングを録画することはできません。

サイトの記憶域xGBのy%です。

録画ファイルの形式です。

録画はアドバンスト録画形式 (ARF)またはWebEx録画形式 (WRF)です。
Windowsメディアオーディオ/ビデオ (WMV)形式の録画ファイルを保存す
ることもできます。Event CenterおよびTrainingCenterでもShockwave Flash
Object (SWF)形式のファイルを保存することができます。

形式

録画がパスワードで保護されていることを示します。ロックアイコン
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録画ミーティングファイルのアップロード

手順

ステップ 1 マイ録画ミーティングページに移動してWebEx Meeting Centerサイトにログインします。

ステップ 2 左のナビゲーションバーの [ミーティングを開催]の下から、[マイファイル >マイ録画]の順に選
択します。

ステップ 3 [録画の追加]を選択します。

ステップ 4 [記録の追加]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。

録画ミーティングの情報を編集する
録画済みミーティングに関する情報はいつでも編集できます。

手順

ステップ 1 マイ録画ミーティングページに移動してWebEx Meeting Centerサイトにログインします。

ステップ 2 左のナビゲーションバーの [ミーティングを開催]の下から、[マイファイル >マイ録画]の順に選
択します。

ステップ 3 編集したい録画で [編集]を選択します。

ステップ 4 変更を加えて [保存]を選択します。

録画ミーティング共有のためのメールを送信する

手順

ステップ 1 マイ録画ミーティングページに移動してWebEx Meeting Centerサイトにログインします。

ステップ 2 左のナビゲーションバーの [ミーティングを開催]の下から、[マイファイル >マイ録画]の順に選
択します。

ステップ 3 マイ録画ウィンドウを開きます:

•他のユーザーと共有したい録画の封筒アイコンを選択します。
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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、メッセージには録画の情報と再生のためのリンクが含

まれます。
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第 12 章

コンテンツ共有

• コンテンツ共有, 87 ページ

• 操作のクイックリファレンス:コンテンツ共有, 88 ページ

• ファイルの共有, 90 ページ

• ウェブコンテンツの共有, 96 ページ

• アプリケーションの共有, 97 ページ

• リモートコンピュータ共有, 101 ページ

コンテンツ共有
WebExには複数の異なるタイプのコンテンツ共有があります。

ファイル共有

ファイル共有は、ビデオあるいはスライドプレゼンテーションなどの、ミーティング中に編集す

る必要がない情報をプレゼンテーションする場合などに適しています。参加者ができること:

•各自のコンテンツビューアで共有ファイルを参照することができます。ドキュメントまたは
プレゼンテーションの作成に使用されたアプリケーションは必要ありません。

•ビデオなどのメディアファイルを参照することができます。特別なソフトウェアやハード
ウェアを持つ必要はありません。

•共有されたMicrosoftPowerPointスライドのアニメーションやスライドトランジションも参照
することができます。
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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。

（注）

ミーティングを開始すると、共有するプレゼンテーションまたはドキュメントを開くことができ

ます。ミーティングの前にドキュメントまたはプレゼンテーションを選択したり、「読み込む」

必要はありません。

ウェブコンテンツの共有

ウェブコンテンツとは、インターネット、社内イントラネット上、ローカルコンピュータ上、プ

ライベートネットワーク上のコンテンツのことを指します。ウェブコンテンツには以下のものが

含まれます:

•ウェブページ (Flashファイル、オーディオファイル、ビデオファイルなど、埋め込みメディ
アファイルが含まれているページを含む)

•単体のメディアファイル (Flashファイル、オーディオファイル、ビデオファイルなど)

アプリケーション共有

ミーティング中のソフトウェア共有時、参加者のコンテンツビューアまたは全員に対して開いて

いる共有ウィンドウ内にアプリケーションが表示されます。このウィンドウで次のものが表示さ

れます:

•アプリケーション (例えば、グループでドキュメントを編集したいときや、ツールがどのよ
うに作動するか表示したいとき)

•デスクトップ (例えば、一度に複数のアプリケーションを簡単に共有したいときや、自分の
コンピュータに表示しているファイルディレクトリを共有したいとき)

•ウェブブラウザ (特定のウェブページを参加者と共有したり、社内イントラネットを表示す
るのに便利です)

• Access Anywhereがインストールされているコンピュータ上の任意のアプリケーションまた
はデスクトップ（例えば、外出中、オフィス内のコンピュータ内に必要な情報がある場合）

ミーティング中の任意の時点で、参加者に対し、共有コンテンツへの注釈、保存、印刷、お

よび異なるビューの表示などの権限を割り当てることができます。

操作のクイックリファレンス:コンテンツ共有
操作...主催者およびプレゼンタ

コンテンツビューア上部から [新規ホワイトボード]を選
択します

ホワイトボードの開始
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操作...主催者およびプレゼンタ

[共有 >ホワイトボード]の順に選択します

（注） •共有ホワイトボードに複数のページを追加
することができます。

•複数のホワイトボードを共有することがで
きます。

ホワイトボードの共有

[共有>ウェブブラウザ]の順に選択し、ブラウザを使って
ウェブページを移動します。

ウェブブラウザの共有

ミーティングコントロールパネルで [注釈]を選択します。
注釈ツールを選択します。

注釈の開始

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。主催者は、独自のソフトウェアを共有して

いる場合は、この権限が無効になっていること

を確認してください。

（注）

注釈の保存

[消しゴム]アイコンの右の下矢印を選択し、[自分の注釈
を削除]を選択します。

現在コンテンツビューア中に表示されているペー

ジまたはスライドの注釈だけが消去されます。

他のページまたはスライドの注釈は消去されま

せん。

（注）

追加済みの注釈を消去する

[消しゴム]アイコンの右の下矢印を選択し、[自分のポイ
ンタを削除]を選択します。

ポインタの消去

ミーティングコントロールパネルで下矢印ボタンを選択

し、[表示 >フルスクリーンで表示する]を選択します。
共有ソフトウェアをフルスクリーン表示する

ミーティングコントロールパネルで下矢印ボタンを選択

し、[表示 >全員と同期]を選択します。

表示の同期は、参加者の画面に表示される共有

ソフトウェアのサイズには何も影響はありませ

ん。参加者は表示サイズを各自で操作できます。

（注）

表示画面を参加者と同期させる

ミーティングコントロールパネルで [注釈]を選択し、そ
れから [注釈を許可]を選択します。

参加者に共有ソフトウェアに注釈を加えさせる
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操作...主催者およびプレゼンタ

ミーティングコントロールパネルで [割り当て]ボタンで
下矢印を選択し、[キーボードとマウスの操作権限を付与
>すべての要求を自動承諾]を選択します。

参加者による共有ソフトウェアの操作を自動的に許可する

あなたのコンピュータのデスクトップでマウスをクリック

して共有ソフトウェアの操作権限を取り戻します。

それまで共有ソフトウェアを操作していた参加者は、任意

の時点でマウスをクリックして、操作権限を取り戻すこと

ができます。

共有ソフトウェアの操作権限を取り戻す

操作...主催者およびプレゼンタ

ミーティング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

ミーティング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]などです。

共有ウィンドウを閉じる

ミーティングコントロールパネルで [注釈を要求] (鉛筆ア
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

ミーティング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コントロールを要求する

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。
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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。

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 ミーティングウィンドウで [Meeting Center >オプション]の順に選択します。
[ミーティングのオプション]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 以下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、
ミーティング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ミーティングマネージャ

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ミーティングマネージャで、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。
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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。

手順

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、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ほどの数のタブがある場合は、下矢印ボタンを選択し、残りのタブを確認

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。

• Windows環境でファイル共有オプションを使って共有されているファイルを見て
いる場合に、Page Upおよび Page Downキーを使ってページを進めたり戻したりす
ることができます。さらに、Up/DownおよびLeft/Right矢印キーを使って共有スラ
イドをスクロール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 ミーティングウィンドウで、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:
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•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

ステップ 4 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 5 [開始]を選択します。

ステップ 6 [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。

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 7 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。

（注） • 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ミーティング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。ミーティン

グのスケジュール時に、ミーティングの主催者は、参加者がJavaミーティングマネージャ
を使用してミーティングに参加しないよう、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。
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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。

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）
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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

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。別の
ミーティングで、またはミーティング以外の任意の時点のいずれかで、.ucfを開くことができま
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

ミーティング中に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、次のいずれかの作業を行うことができます:

•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。

•開こうとしているファイルがあなたのコンピュータです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の印刷時、ミーティング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。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。

ウェブコンテンツの共有
マルチメディアコンテンツを含むウェブページを共有することができます。ページは各参加者の

画面のコンテンツビューア中に表示されます。コンテンツでメディアプレーヤーが必要とされる

場合、参加者のコンピュータには適切なプレーヤーがインストールされている必要があります。

手順

ステップ 1 [共有 >ウェブコンテンツ]を選択します。

ステップ 2 [アドレス]ボックスに、コンテンツが存在するアドレスまたはURLを入力します。または、以前
にそのコンテンツを共有したことがある場合は、ドロップダウンリストから選択します。

URLは、他のブラウザウィンドウなどの任意のソースからコピーして、それを [アドレス]ボック
スに貼り付けることができます。
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ステップ 3 [タイプ]ボックスで、共有するウェブコンテンツのタイプを選択します。

ステップ 4 [OK]を選択します。

ウェブコンテンツの共有とウェブブラウザ共有の違い

Meeting Centerではウェブベースの情報を共有するためのオプションが 2つ提供されます。ミー
ティング参加者とウェブコンテンツを共有するか、またはウェブブラウザを共有するかを選択で

きます。必要に応じて選択してください。

短所長所共有オプション

•ウェブページ上のメディア効果を表示
したり、音声を流すことができませ

ん。

•参加者が各自でウェブページを操作す
ることができない。

•参加者にウェブ上のさまざまなウェブページや
サイトを表示することができます。

•出席者にあなたのウェブブラウザの操作を付与
することができます。

•あなたと参加者がウェブページに注釈を加える
ことができます。

ウェブブラウザ

共有

参加者を他のウェブページに誘導すること

ができない。
•ウェブページを表示し、ウェブページ上でビデ
オやオーディオなどのメディア効果を参加者に

提供できる。

•参加者は、各自のコンテンツビューアでウェブ
ページを自由に操作できる。

ウェブコンテン

ツの共有

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ミーティング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、ミーティング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。

ヒント

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 [共有を停止]を選択します。

緻密な色を使用するアプリケーションの共有

Windows ユーザーのみ

既定では、ミーティング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「High Color」(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。

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、ミーティングマネージャで True
Color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)

•性能重視 (一部画像圧縮あり)

「性能重視」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:

•パフォーマンス重視: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:これを選択すると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、性能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 [ミーティング >ミーティングオプション]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

•性能重視

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 ミーティングウィンドウで [Meeting 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 [パフォーマンス重視]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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ソフトウェア共有のヒント

ソフトウェアを効率的に共有するために役立つヒントを次に示します。

•アプリケーション共有のみ:ミーティング中に時間を節約するには、共有する予定のすべての
アプリケーションをコンピュータ上に開いておきます。ミーティング中の必要なときに、ア

プリケーションを起動することなく、すぐにアプリケーションの共有を開始することができ

ます。

•参加者が共有ウィンドウをスクロールしないと共有ソフトウェア全体を見ることができない
場合、共有ソフトウェアの各自のビューを調節することができます。共有ソフトウェアのサ

イズを徐々に減らしたり、共有ウィンドウ内に収まるように縮小することができます。

•ソフトウェア共有のパフォーマンスを向上するには、使用する必要がない、または共有する
必要がないアプリケーションを閉じてください。これによって、コンピュータ内プロセッサ

とメモリの使用を最小水準に抑え、ミーティングマネージャがミーティング中に共有ソフト

ウェアの画像をすぐに送信することができるようになります。また、ソフトウェアの共有で

最大限の帯域幅を利用できるように、帯域幅を消費するアプリケーション (インスタントメッ
セージやチャットプログラム、またはウェブからストリーミングされる音声またはビデオを

受信するプログラムなど)をすべて閉じてください。

•参加者の画面上での色のレンダリングについて重視する必要のあるアプリケーションを共有
している場合は、True Colorモードを有効にすることで色の品質を向上できます。

•アプリケーション共有とウェブブラウザ共有のみ:あなたのコンピュータデスクトップで共有
中のアプリケーションやウェブブラウザを他のウィンドウで隠さないようにしてください。

共有中のアプリケーションやブラウザが他のウィンドウで隠すと、参加者の共有ウィンドウ

中に斜交並行線模様が表示されます。

•アプリケーション共有とウェブブラウザ共有のみ。共有ソフトウェアとイベントウィンドウ
間で表示を切り替える場合、ソフトウェア共有を一時停止してからイベントウィンドウに戻

り、共有アプリケーションに戻ったら共有を再開することができます。ソフトウェア共有を

一時停止すると、ミーティングウィンドウの参照時に、コンピュータのプロセッサとメモリ

の使用が最低水準に抑えられます。

•アプリケーション共有とウェブブラウザ共有のみ:1台以上のモニターを使用している場合、
アプリケーションまたはウェブブラウザを共有中にどちらのモニター上で表示していよう

が、出席者はそれらを見ることができます。アプリケーションまたはウェブブラウザをもう

一方のモニターに移動したとしても、出席者には継続して表示されます。1個より多くのア
プリケーションを共有している場合は、そのアプリケーションが同一のモニター上で表示さ

れていることを確かにすることで、出席者は最高の表示を確保できます。

•ミーティング中のソフトウェア共有は帯域幅を消費するため、ソフトウェアの共有時には専
用の高速インターネット接続を使用することをお勧めします。参加者がダイヤルアップイン

ターネット接続を使用している場合、共有ソフトウェアの表示やコントロールが遅延するこ

とがあります。Microsoft Wordや Excel文書のようなドキュメントを共有する場合、アプリ
ケーションの共有の代わりにドキュメントの共有を行うことにより、このような参加者に対

するミーティングのパフォーマンスを向上することができます。
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リモートコンピュータ共有
プレゼンタがすべてのミーティング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ミーティング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

•ミーティングに参加する前に、Meeting Centerウェブサイトにログインしている (もしあなた
が本来のミーティング主催者でない場合)。

リモートアクセスするコンピュータの設定方法については、AccessAnywhereユーザーガイド
を参照してください。

リモートコンピュータ共有を開始する

既に Access Anywhereをコンピュータに設定している場合は、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、[OK]を選択します。

•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で電話を受信したら、
音声ガイドに従い残りの手順を行います。
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（注） •あなたが元のミーティング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Meeting Centerウェブサイトにログインしてください。
ミーティング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、ミー

ティングから退出し、サイトにログインしてから再度ミーティングに参加してくだ

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、ミーティングサー

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。

共有リモートコンピュータ上で新規の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。ミーティング参加者は、すべての共有アプリケーションを同時に見ることが

できます。

手順

ステップ 1 ミーティングコントロールパネルで、下矢印ボタンを選択します (ミーティングコントロールパネ
ルの最後のボタン)。次に [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、いつでもリモートコンピュータの共有を終了できます。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。
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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。

•リモートコンピュータがWindows 2000を実行中で、あなたがそのコンピュータの管理者権
限を持っている場合、当該コンピュータからログオフまたは当該コンピュータをロックして

ください。当該コンピュータからこれらのオプションにアクセスするには、Ctrl+Alt+Delの
キーの組み合わせをリモートコンピュータに送信してください。

•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 ミーティング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、ミーティング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

ミーティング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、Access Anywhere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。

（注）

操作機能

ミーティング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

ミーティング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

ミーティング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
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操作機能

ミーティング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

ミーティング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

ミーティング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 13 章

投票を開始する

• 投票を開始する, 105 ページ

• 質問の作成 (Windows), 106 ページ

• 質問の作成 (Mac), 106 ページ

• 質問の編集, 107 ページ

• 投票中にタイマーを表示する, 107 ページ

• 投票の開始, 108 ページ

• 参加者と投票結果を共有する, 108 ページ

• ミーティング中に投票質問を保存する, 109 ページ

• 投票結果を保存する, 109 ページ

• 投票用の質問ファイルを開く, 110 ページ

投票を開始する
ミーティング中、出席者に質問を提示して投票を行うことができます。投票機能は、提案事項に

対して出席者に投票させたり、あるテーマに対する参加者の知識をテストするなど、参加者の

フィードバックを収集する場合に役立ちます。

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。投票用の質問を用意する。ミー

ティング中の時間を有効利用するため、ミーティングを予定時間より早く開始し、投票用パネル

に投票用の質問を用意して保存し、実際のミーティング中にそれを開くことができます。
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質問の作成 (Windows)

手順

ステップ 1 ミーティング中に投票パネルを開きます。

ステップ 2 [質問]セクションで、質問の種類を選択します:

•複数回答を作成するには、[複数選択]を選択し、ドロップダウンリストから [複数回答]を選
択します。

•単一回答を作成するには、[複数選択]を選択し、ドロップダウンリストから [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。

ステップ 3 [新規]を選択します。

ステップ 4 表示されるボックスに質問を入力します。

ステップ 5 [回答]セクションで、[追加]をクリックします。

ステップ 6 表示されるボックスに回答を入力します。

ステップ 7 別の回答を入力するには、回答の入力が終了したところで [追加]をクリックします。
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 8 質問を追加するには、手順 2～7を繰り返します。

ステップ 9 イベント中に新しい投票を作成するには、[投票]パネルで新規のアイコンを選択するだけです。

質問の作成 (Mac)

手順

ステップ 1 ミーティング中に [投票]パネルを開きます。

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。
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•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 入力した質問や回答を編集するには、質問または回答を選択し、[編集]アイコンを選択してから
変更を加えます。

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

ステップ 4 質問や回答の順序を変更するには、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。
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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。

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]をクリックします。
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 期限になったら [投票終了]をクリックします。
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。

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。

ミーティング中に共有できる投票結果は匿名で表示されます。しかし、MeetingCenter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。
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ミーティング中に投票質問を保存する
ミーティング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
イルはどのミーティング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]を選択します。

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。
ミーティングマネージャにより、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の .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。

•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。

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。
単一ファイルに複数の投票結果を保存するには、[保存 >すべての投票結果]の順に選択
します。

ヒント

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。
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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。

ミーティング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 >投票用質問を開く]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。
[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。
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第 14 章

ミーティング中にファイルを転送およびダ

ウンロードする

• ミーティング中のファイル転送とダウンロード, 111 ページ

• ミーティング中にファイルを公開する, 111 ページ

• ミーティング中にファイルをダウンロードする, 112 ページ

ミーティング中のファイル転送とダウンロード
ミーティング中、あなたのコンピュータ上にあるファイルを公開することができます。ミーティ

ング参加者は、アップロードされたファイルを各自のコンピュータまたはローカルサーバーにダ

ウンロードすることができます。ファイルの公開は、参加者に、ドキュメント、プレゼンテーショ

ンのコピー、またはアプリケーションなどを提供する場合に役立ちます。

アップロードするファイルは、サーバー上ではなく自分のコンピュータ上にだけ存在します。そ

のため、公開ファイルはミーティング中の不正アクセスから常に保護されています。

ミーティング中にファイルを公開する
ミーティング中に、あなたのコンピュータ上にあるファイルを公開することができます。ミーティ

ング出席者は、公開されたファイルを各々のコンピュータまたはローカルサーバーにダウンロー

ドすることができます。

手順

ステップ 1 ミーティングウィンドウで [ファイル >転送]の順に選択します。
[ファイル転送]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [アップロード]を選択します。
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[開く]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 公開するファイルを選択して、[開く]を選択します。
[ファイル転送]ウィンドウにファイルが表示されます。

これでファイルが各出席者の [ファイル転送]ウィンドウでも利用できるようになりました。

ステップ 4 (オプション)出席者にダウンロードしてもらいたい他のファイルをアップロードします。

ステップ 5 ミーティング中、[ファイル転送]ウィンドウのタイトルバーから、[閉じる]ボタンを選択します。
ミーティングマネージャが、各出席者のミーティングウィンドウの [ファイル転送]ウィンドウを
閉じます。

[ファイル転送]ウィンドウの右下に、 [ファイル転送]ウィンドウを開いている出席者数
が表示されます。

（注）

ミーティング中にファイルをダウンロードする
ミーティング中にプレゼンタがファイルを公開すると、自動的に [ファイル転送]ダイアログボッ
クスがミーティングウィンドウ中に開きます。ここから、公開済みファイルを自分のコンピュー

タまたはローカルサーバーにダウンロードすることができます。

手順

ステップ 1 [ファイル転送]ウィンドウで、ダウンロードするファイルを選択します。

ステップ 2 [ダウンロード]を選択します。
[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

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 [保存]を選択します。
選択した場所にファイルがダウンロードされます。

ステップ 5 (オプション)必要に応じて他のファイルをダウンロードします。

ステップ 6 ファイルのダウンロードが完了したら、[ファイル転送]ウィンドウのタイトルバーから、[閉じる]
ボタンを選択します。

[ファイル転送]ウィンドウを再表示するには、[ファイル >転送]の順に選択します。こ
のオプションは、プレゼンタが現在ファイルを公開している場合にだけ利用できます。

（注）
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第 15 章

メモの管理と記録

• メモの管理と記録, 113 ページ

• 記録係の指名, 114 ページ

• 字幕担当者の指定, 114 ページ

• 字幕を有効にする, 115 ページ

• 個人メモを記録する, 115 ページ

• 公開メモ (議事録)を記録する, 116 ページ

• 字幕の提供, 116 ページ

• メモをファイルに保存する, 117 ページ

メモの管理と記録
ミーティング中、メモ機能にアクセスできる1人以上のミーティング参加者は、ミーティングウィ
ンドウの [メモ]または [字幕]パネル中でメモを取ることができます。字幕は 1人の参加者しか実
行できません。

すべての参加者に対しメモへの書き留めが許可される場合は、ミーティングの間、彼らのメモを

他の人に公開することはできません。ただし、参加者はミーティング中の任意の時点に、彼らが

書き留めたメモを保存することができます。

ミーティングの主催者は、ミーティング中にメモ記録係を 1人選択することができます。1人の
メモ記録係は、ミーティング中の任意の時点にメモを公開したり、メモを含むミーティングの議

事録をすべての参加者に送信することができます。

必要に応じて、主催者は字幕担当者を指名することもできます。字幕担当者は、ミーティング中

にリアルタイムにキャプションを公開したり、すべての参加者に対してキャプションを含む議事

録を送信することができます。

ミーティング中に、個人的または公開用のメモ (議事録)または字幕を取っている場合、メモまた
は字幕をローカルコンピュータに保存することができます。また、他のメモ記録係または字幕担
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当者が、こちら側の [メモ]パネルまたは [字幕]パネルに公開したメモや字幕も保存することがで
きます。

別の記録係または字幕担当者を選択した場合でも、前の記録係または字幕担当者が公開した

メモまたは字幕は、各参加者の [メモ]パネルまたは [字幕]パネルに残ります。しかし、新し
いメモ記録係または字幕担当者は既存のメモおよび字幕を編集することはできません。

（注）

メモの機能はMacでは利用できません。（注）

記録係の指名
ミーティングで 1名の記録係および字幕オプションが設定されていれば、任意の参加者または字
幕担当者を記録係に指名することができます。メモオプションはミーティングのスケジュール時

に設定したり、ミーティング中にプレゼンタが設定したりすることができます。

手順

ステップ 1 [参加者]パネルからメモ記録係に指名したい参加者を選択します。

ステップ 2 役割を変更する方法:

• Windows:右クリックして、[役割の変更 >メモ記録係]を選択します。

• Mac:ctrlを選択しながらクリックし、[役割を変更 >メモ記録係]の順に選択します。

参加者リストで、参加者の名前の右側に鉛筆の形状をしたインジケータが表示されます。

字幕担当者の指定

手順

ステップ 1 [参加者]パネルで、字幕担当者として指名したい参加者を選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します:

• Windows:右クリックして、[役割の変更 >字幕担当者]を選択します。

• Mac:ctrlを選択してクリックします。それから、[役割の変更 >字幕担当者]を選択します。
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参加者リスト中の参加者の名前のとなりに、字幕インジケータが表示されます。

字幕を有効にする

手順

ステップ 1 あなたが使用するオペレーティングシステムに応じて次のいずれかを実行します:

• Windows:ミーティングウィンドウで [Meeting Center >オプション]の順に選択します。

[ミーティングのオプション]ダイアログボックスが表示されます。既定では、[全般]タブが
表示されています。

• Mac:[Meeting Center]メニューで [基本設定 >ツール]を選択します。

ステップ 2 字幕のオプションをオンまたはオフにするには、[字幕を有効にする]チェックボックスを選択ま
たは解除します。

ステップ 3 別の参加者を選択して速記させるには、[参加者]パネル上の参加者名を選択し、Windowsの場合
は右クリック、Macの場合は ctrlを選択して選択 します。それから [役割を変更 >字幕]を選択
します。

個人メモを記録する
ミーティング主催者またはプレゼンタが、各参加者に対してメモ記録を許可している場合、あな

たはミーティングのメモパネルからメモを記録することができます。

メモの内容をコンピュータ上にテキストファイルとして保存することができます。（注）

手順

ステップ 1 [ミーティング]ウィンドウで [メモ]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中にメモを入力します。

WebEx Meeting Center のユーザーガイド
115

メモの管理と記録

字幕を有効にする



公開メモ (議事録) を記録する
ミーティング主催者があなたをミーティングの1名の記録係として指定した場合、あなたは [ミー
ティング]ウィンドウのメモパネル中にメモを入力することができます。メモに記録している内容
は、公開しない限り、他のミーティング参加者が参照することはできません。メモはミーティン

グ中の任意の時点で公開することができます。また、メモの記録内容をミーティング議事録とし

て、すべての参加者に送信することもできます。

手順

ステップ 1 [ミーティング]ウィンドウで [メモ]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中にメモを入力します。

ステップ 3 メモを各参加者の [メモ]パネルに公開するには、[公開]を選択します。
メモの公開時に参加者のミーティングウィンドウでメモパネルが選択されていなかった

場合は、参加者に通知が表示されます。

（注）

字幕の提供
主催者によりミーティングの字幕担当者として指名された場合、ミーティングウィンドウの [字
幕]パネルに字幕を入力することができます。キャプションを入力する場合、標準のキーボードま
たは速記用キーボードと機械翻訳ソフトウェアを使用することができます。

入力したキャプションは、他のミーティング参加者に対して 1行ずつリアルタイムに表示されま
す。また、字幕の内容をミーティング議事録として、すべての参加者に送信することもできます。

手順

ステップ 1 [字幕]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中に字幕を入力します。

ステップ 3 1行分の内容を入力し終わったら、次のいずれかの作業を行って、各参加者の [字幕]パネルに字
幕を公開します。

•コンピュータのキーボードにある、Enterキーを押します。

•字幕パネルの [公開]をクリックします。

字幕公開時に参加者の [ミーティング]ウィンドウ上で [字幕]パネルが開いていない場
合は、字幕が利用可能であることを知らせる警告が参加者に表示されます。

（注）
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メモをファイルに保存する

手順

ステップ 1 [メモ]パネルまたは [字幕]パネルで、[保存]を保存します。
[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

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、[保存]を選択します。

ステップ 4 メモを別のファイルとして保存するには、[ファイル >別名保存 >メモ]の順に選択します。
[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 以下のいずれかまたはすべての作業を行ってください。

•新しいファイル名を入力します。

•新しいファイルの保存場所を選択します。

ステップ 6 [保存]を選択します。
次のミーティング情報をすべて同時にファイルに保存することもできま

す。

ヒント

•共有プレゼンテーションまたはドキュメント

•チャットメッセージ

•注意

•投票用の質問

•投票結果

すべての情報を同時に保存するには、[ファイル >すべて保存]を選択します。この場合、ファイ
ルはそれぞれの既定のファイル名で保存されます。別の名前を使ってファイルを保存した場合に

は上書きされることはありません。

新しいメモをファイルに保存したら、以降はメモの変更内容を保存したり、メモのコ

ピーを他のファイルに保存することができるようになります。

（注）
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第 16 章

マイ WebEx で情報を管理する

• マイWebEx, 119 ページ

• ユーザーアカウントの登録, 121 ページ

• WebExサイトにログインする, 121 ページ

• ミーティング一覧を見る, 122 ページ

• マイWebExミーティングページ, 123 ページ

• Access Anywhereを使用する (マイコンピュータ), 123 ページ

• 個人用フォルダ中のファイルの管理, 123 ページ

• ミーティング録画の管理, 124 ページ

• その他 (misc)の録画の管理, 126 ページ

• 連絡先情報の管理, 127 ページ

• ユーザープロファイルの編集, 131 ページ

• 基本設定の編集, 132 ページ

• レポートの生成, 133 ページ

マイ WebEx
マイWebExはWebExサイト内の一部のスペースで、ここから自分のユーザーアカウントや生産
性向上機能にアクセスすることができます。利用できる機能は次のとおりです。ただし、サイト

やユーザーアカウントの設定によって、利用できないものもあります。

•ミーティングのパーソナルリスト:自分が主催または参加するすべてのオンラインセッション
が一覧で表示されます。ミーティングを日単位、週単位、または月単位で表示したり、すべ

てのミーティングを表示したりすることができます。
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•生産性向上ツールの設定:オプション機能。お使いのデスクトップ上にあるアプリケーション
から開始できるインスタントまたはスケジュール済みミーティングのオプションを設定でき

ます。WebEx生産性向上ツールをインストールすると、ミーティング、セールスミーティン
グ、トレーニングセッション、およびサポートセッションをWebEx生産性向上ツールまた
はデスクトップ上のMicrosoft Office、IBM Lotus Notes、インスタントメッセンジャーなどの
アプリケーションから開始または参加できます。さらにMicrosoft Officeまたは IBM Lotus
NotesからWebExサービスサイトに移動することなく、ミーティング、セールスミーティン
グ、イベント、およびトレーニングセッションをスケジュールできます。

•パーソナル会議室:オプション機能。WebExサービスサイト上に用意された個人用のページ
です。このページの訪問者は、ページの所有者が主催するミーティングの一覧を参照した

り、進行中のミーティングに参加したりすることができます。また、訪問者は、共有設定さ

れたファイルにアクセスしてダウンロードすることもできます。

• Access Anywhere:オプション機能。世界中の任意の場所から、リモートコンピュータにアク
セス、コントロールすることができます。Access Anywhereの詳細については、『Access
Anywhereはじめに』を参照してください。このガイドは、WebExサービスWebサイトで参
照できます。

•ファイル記憶域:ウェブサイトの個人用フォルダに、ファイルを保存することができます。
ここには、インターネットに接続できる任意のコンピュータからアクセスすることができま

す。また、特定のファイルを [パーソナル会議室]ページからアクセスできるようにして、
ページへの訪問者に利用させることができます。

•アドレス帳:個人連絡先についての情報をWebExサービスサイトで管理できます。アドレス
帳を使うと、ミーティングの出席者を招待する時に簡単に連絡先の相手にアクセスすること

ができます。

•ユーザープロファイル:ユーザー名、パスワード、および連絡先情報などのアカウント情報を
管理できます。また、別のユーザーを代理人に指定して、ミーティングのスケジュールや

[パーソナル会議室]ページのオプション設定、スケジューリングテンプレートの管理を行わ
せることもできます。

•パーソナル会議番号:オプション機能。パーソナル会議番号 (PCN)アカウントを設定してくだ
さい。これはパーソナル会議ミーティングの音声通話で使用します。

•ウェブサイトの設定:サイトにアクセスした時に最初に表示されるWebExサービスサイトの
ページをホームページに指定することができます。あなたのサイトが複数の言語に対応して

いる場合は、表示する言語や地域設定を選択することもできます。

•使用概況レポート:オプション機能。主催したミーティングに関する情報を得ることができま
す。Access Anywhereオプションを使用している場合、自分がリモートアクセスを行ったコ
ンピュータに関する情報を取得することもできます。
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ユーザーアカウントの登録
ユーザーアカウントを入手したら、ウェブのマイWebExの機能を使用することができます。ユー
ザープロファイルを編集し、パスワードを変更したり、追加の個人情報を入力したり、さらに既

定のホームページやタイムゾーンなどのサイトの基本設定を指定することができます。

サイト管理者によってセルフ登録機能をが有効な場合に、必要なときにWebExサービスサイトの
アカウントをサインアップできます。

お使いのWebExサイトでセルフ登録が利用できない場合、アカウントについて管理者に問い
合わせてください。

（注）

手順

ステップ 1 WebExサービスサイトに移動します。

ステップ 2 ナビゲーションバーで、[設定 >新規アカウント]の順にクリックします。
[サインアップ]ページが表示されます。

ステップ 3 必要な情報を入力します。

ステップ 4 [今すぐサインアップ]を選択します。
ユーザーアカウントのサインアップが行われたことを確認するメールメッセージが届きます。

サイト管理者により新規ユーザーアカウントが承認されたら、ユーザー名とパスワードを知らせ

るメールメッセージが届きます。

WebEx サイトにログインする

ユーザー名やパスワードを忘れた場合は、[パスワードをお忘れですか？]を選択します。メー
ルアドレスを入力し、確認の文字を入力したら、[送信]を選択します。ユーザー名とパスワー
ドを通知するメールが届きます。

ヒント

手順

ステップ 1 WebExサービスサイトに移動します。

ステップ 2 ページの右上にある、[ログイン]を選択します。

ステップ 3 ユーザー名とパスワードを入力します。
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パスワードでは大文字と小文字が区別されるため、ユーザープロファイルに指定されている通り

に正しく入力する必要があります。

ステップ 4 [ログイン]を選択します。

ミーティング一覧を見る
あなたが主催するミーティングの個人リストを開き、ミーティングを編集したり、キャンセルす

ることができます。

あなたが招待されているミーティングのリストを見て、参加することができます。

[マイWebExミーティング]ページを、WebExサービスサイトにログインした時に表示される
ホームページにすることができます。

（注）

手順

ステップ 1 WebExサービスサイトにログインし、[マイWebEx]を選択します。
[マイミーティング]ページであなたのスケジュール済みミーティングの一覧が表示されます。

ステップ 2 [マイミーティング]のビューを変更するには、次のいずれかのタブを選択します。[日単位、週単
位、月単位]、または [すべてのミーティング]を選択することができます。

ステップ 3 表示のコントロールをする (オプション)選択オプションを選択する:

•招待されているミーティングの一覧を表示するには、一覧から [招待されたミーティング]を
選択します。ミーティングで登録が求められているもののまだ登録が済んでいない場合、[登
録]リンクを選択して参加します。

•既に終了しているミーティングをビューに含めるには、[過去のミーティングを表示]をオン
にします。

ステップ 4 ミーティングの情報を見るて開始、編集、中止、または参加するには、ミーティング名を選択し

ます。

ステップ 5 [基本設定 >パーソナル会議室]を選択してパーソナル会議室を管理します。

ステップ 6 インスタントミーティングを開始するには、[今すぐミーティング]を選択するか、または [マイ
パーソナル会議室]を選択します。
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マイ WebEx ミーティングページ
WebExミーティングページには次のタブがあります:

•日単位

•週単位

•月単位

•すべてのミーティング

詳細については次を参照してください。マイWebExミーティングページ , （22ページ）

Access Anywhere を使用する (マイコンピュータ)
AccessAnywhereを使ったリモートコンピュータの設定やアクセスを行う方法の詳細については、
『WebEx Access Anywhereはじめに』を参照してください。このガイドは、WebExサービスWeb
サイトの [サポート]ページで利用できます。

[マイWebEx >マイコンピュータ]ページで次の作業を行うことができます:

• [コンピュータを設定]を選択し、現在のコンピュータをリモートアクセス用に設定します。

• [手動インストーラをダウンロード]を選択して Access Anywhereソフトウェアの手動インス
トーラをダウンロードします。

•リモートコンピュータの一覧にはコンピュータがアクセス可能状態かどうかが表示されま
す。また、各コンピュータで許可されているアプリケーションを確認することもできます。

• [接続]を選択してアクセス可能なコンピュータに接続します。

•一覧から削除したいコンピュータがある場合は、そのコンピュータを選択して [削除]を選択
します。

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。ファイルの保存に利用できる容量は、サイト管理者の判断によります。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。
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手順

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

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の指示にしたがって、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

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。

ミーティング録画の管理
ミーティングを開催し、ミーティングをサーバ上に録画したら、そのミーティング録画は [マイ
WebEx >マイファイル >マイ録画]ページに一覧表示されます。録画で使用できるストレージ容
量はWebExサイトの設定により決まります。

録画をローカルコンピュータにダウンロードしてWebExネットワーク録画プレーヤーで開く
ことで、録画をWindows Media形式、Flash形式、MPEG-4形式など、別の形式に変換されま
す。

ヒント
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手順

ステップ 1 録画にアクセスするには、[マイWebEx >マイファイル >マイ録画]の順に移動します。

ステップ 2 録画を再生するには、[再生]ボタンを選択します。

ステップ 3 [メール]ボタンを選択すれば録画リンクが記載されたメールを送信することができます。

ステップ 4 [詳細]ボタンを選択して録画の他のオプションを開くことができます:

•ダウンロード

•変更

•無効

•再割当て

•削除

ステップ 5 録画名リンクを選択して録画の情報ページを開きます:

• [今すぐ再生]を選択して録画を再生します

• [メールを送信]を選択することで、録画リンクを送信して録画を他のユーザーと共有します。

•ストリーミング録画リンクを選択かコピーすることで録画を再生することができます。

•録画のダウンロードリンクを選択かコピーすることで録画をダウンロードすることができま
す。

• [編集]を選択して録画情報とアクセス設定を編集します。詳細については次を参照してくだ
さい。ミーティング録画へのアクセスを設定する, （125ページ）

• [削除]を選択して録画を削除します。

• [無効]を選択して録画を一時的に無効にします。

• [再割当て]を選択して録画を別の主催者に割り当てます。

• [リストに戻る]を選択して録画の一覧に戻ります。

ステップ 6 [録画を追加]を選択して、WebExレコーダーまたは別の録画アプリケーションで録画されたロー
カル録画を録画リストに追加します。

ミーティング録画へのアクセスを設定する

すべての録画ミーティングへのアクセスリクエストを設定することができます。これらの設定に

より誰がアクセスできるか、そしてダウンロード可能の有無を指定します。
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手順

ステップ 1 次のいずれかの方法で録画を見つけます:

• MeetingCenterでは、[ミーティングの開催>マイ録画ミーティング]の順にアクセスします。

• Event Centerでは、[イベントの開催 >マイイベント録画]の順にアクセスします。

• Training Centerでは、[セッションの開催 >マイトレーニング録画]の順にアクセスします。

ステップ 2 [詳細]ボタンを選択して録画の他のオプションを開くことができます:

ステップ 3 [変更]を選択します。

ステップ 4 アクセス設定で次のいずれかの操作を行います:
a) 録画閲覧のためのパスワードを指定し、パスワードを確定します。
b) [ユーザーのサインインが必要]を選択すると、ユーザーが録画の閲覧またはダウンロードを行
う前にWebExサイトへのログインが要求されます。

c) [ダウンロードを禁止する]を選択し、ユーザーによる録画のダウンロードを禁止します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

その他 (misc) の録画の管理
Meeting Center、Event Center、Training Centerからの録画ではない録画のデータをアップロードす
ると、[マイWebEx >マイファイル >マイ録画 >その他]ページ表示されます。

録画をローカルコンピュータにダウンロードしてWebExネットワーク録画プレーヤーで開く
ことで、録画をWindows Media形式、Flash形式、MPEG-4形式など、別の形式に変換されま
す。

ヒント

手順

ステップ 1 録画にアクセスするには、[マイWebEx >マイファイル >マイ録画 >その他]の順に移動します。

ステップ 2 録画を再生するには、[再生]ボタンを選択します。

ステップ 3 [メール]ボタンを選択すれば録画リンクが記載されたメールを送信することができます。

ステップ 4 [詳細]ボタンを選択して録画の他のオプションを開くことができます:

•ダウンロード

•変更

•無効
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•再割当て

•削除

ステップ 5 録画名リンクを選択して録画の情報ページを開きます:

• [今すぐ再生]を選択して録画を再生します

• [メールを送信]を選択することで、録画リンクを送信して録画を他のユーザーと共有します。

• [ストリーミング録画]リンクを選択かコピーすることで録画を再生することができます。

•録画の [ダウンロード]リンクを選択かコピーすることで録画をダウンロードすることができ
ます。

• [編集]を選択して録画を編集します。

• [削除]を選択して録画を削除します。

• [無効]を選択して録画を一時的に無効にします。

• [再割当て]を選択して録画を別の主催者に割り当てます。

• [リストに戻る]を選択して録画の一覧に戻ります。

ステップ 6 [録画を追加]を選択して、WebExレコーダーまたは別の録画アプリケーションで録画されたロー
カル録画を録画リストに追加します。

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。

• [インポート] (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, （128ページ）)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)から連絡先情報をインポートしま
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す。詳細については次を参照してください。アドレス帳から配信リストを作成する, （130
ページ）

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を作成する詳細については次を参照してください。アドレス帳から配

信リストを作成する, （130ページ）

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。

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。

（注）

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。

詳細については次を参照してください。連絡先情報を .csvファイルでエクスポートする, （129
ページ）

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]をクリックします。

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。
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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,（128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, （129ページ）

重要

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 [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。

連絡先情報の CSV テンプレート
WebExサービスウェブサイトで、[マイWebEx] > [マイ連絡先] > [表示] > [パーソナルアドレス帳]
> [エクスポート]を順にクリックします。

複数の連絡先情報を指定し、それらをパーソナルアドレス帳にインポートします。このリストで

はテンプレート中のフィールドを示しています:

• UUID:連絡先を識別するためにWebExサービスサイトによって作成される番号です。新しい
連絡先を CSVファイルに追加する場合、このフィールドは空欄にしてください。

• Name:必須項目です。連絡先の名前です。

• Email:必須項目です。連絡先のメールアドレスです。メールアドレスの形式は次のとおりで
す: name@company.com

• Company:連絡先が所属する会社または組織名です。
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• JobTitle:連絡先の会社内または組織内での役職や職位です。

• URL:連絡先の会社または組織の URL (ウェブアドレス)です。

• OffCntry:連絡先が国外居住者の場合、そのオフィスの電話に電話する際にダイヤルする必要
がある国番号です。

• OffArea:連絡先のオフィス電話番号の市外局番です。

• OffLoc:連絡先のオフィスの電話番号です。

• OffExt:必要に応じて、連絡先のオフィス電話番号の内線番号を入力します。

• CellCntry:連絡先が国にいる場合、その携帯電話にかける際にダイヤルする必要がある国番号
です。

• CellArea:連絡先の携帯電話番号の市外局番です。

• CellLoc:連絡先の携帯電話の番号です。

• CellExt:必要に応じて、連絡先の携帯電話番号の内線番号を入力します。

• FaxCntry:ファックス番号が国外居住者の場合、その番号に電話する際にダイヤルする必要が
ある国番号です。

• FaxArea:連絡先のファックス番号の市外局番です。

• FaxLoc:連絡先のファックス番号です。

• FaxExt:必要に応じて、連絡先のファックス機の内線番号を入力します。

• Address 1:連絡先の所在地です。

• Address 2:必要に応じて詳細な所在地情報を入力します。

• State/Province:連絡先の都道府県名です。

• ZIP/Postal:連絡先の郵便番号です。

• Country:連絡先が居住している国です。

• Username:連絡先がユーザーアカウントを持っている場合、WebExサービスサイトにログイ
ンするためのユーザー名です。

• Note:連絡先に関する他の情報です。

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 >マイ連絡先]の順に選択します。

ステップ 2 [配信リストへの追加]をクリックします。
[配信リストへの追加]ページが表示されます。

ステップ 3 [名前]ボックスにグループ名を入力します。

ステップ 4 (オプション) [説明]ボックスにグループの説明を入力します。

ステップ 5 [メンバー]から配信リストに追加する連絡先を次のいずれかの方法で検索します:

• [検索]ボックスに、連絡先のフルネームまたは名前の一部分を入力して連絡先を検索します。

•目的の連絡先氏名の先頭文字に対応する文字をクリックする。

• [すべて]をクリックして、個人連絡先リストに含まれるすべての連絡先を選択する。

ステップ 6 (オプション)個人連絡先リストに新しい連絡先を追加するには、[メンバー]から [連絡先の追加]
を選択します。

ステップ 7 左のボックスで、配信リストに追加する連絡先を選択します。

ステップ 8 [追加]を選択して、選択した連絡先を右のボックスに移動します。

ステップ 9 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。

ユーザープロファイルの編集

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイプロファイル]の順に移動します。

ステップ 2 [個人情報]でユーザー名、名前、メールアドレス、メーリングアドレスを入力します。プロファ
イルの写真をアップロードすることができます。この写真は、サインインしている場合に限りミー

ティング中に表示されますが、ビデオでは表示されません。

ステップ 3 管理者が有効にしている場合、[マイWebExでパートナーリンクを表示する]を選択することでマ
イWebExのナビゲーションバーでパートナーリンクを表示できます。

ステップ 4 [カレンダー上の勤務時間]で勤務時間を指定しておくことでミーティングのスケジューリングに
役立ちます。

ステップ 5 [更新]を選択して変更を保存します。
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基本設定の編集

手順

ステップ 1 [マイWebEx >基本設定]の順に移動します。

ステップ 2 [すべて開く]を選択してセクションをすべて開くか、または個々のセクションを選択して開きま
す。

ステップ 3 各セクションで基本設定を指定します:

•全般:全般—お使いのWebExサイトのウェブページ用のタイムゾーン、言語、ロケールを設
定します。各タブの既定ページも設定できます。

•「今すぐミーティング」設定:今すぐミーティングから開始するインスタントミーティングの
既定オプションを設定します。既定のミーティングタイプ、ミーティングテンプレート、パ

スワード、音声接続のオプションを選択します。サイト設定によっては、パーソナル会議室

からインスタントミーティングを開始する設定を選択することが可能です。

•音声:電話番号情報およびパーソナル会議情報を入力します。

[電話番号]で電話番号を入力し、追加オプションを選択します

コールイン認証:このオプションがサイト管理者により有効にされている場合、CLIまたは
ANIが有効な音声へのダイヤルイン時ぶミーティング番号を入力しなくても認証され接続さ
れます。ユーザープロファイルの電話番号に対してこのオプションを選択すると、メールア

ドレスが電話番号にマップされます。発呼者認証は、ミーティングスケジュールプロセスの

間にメールによってCLI/ANIが有効な音声会議に参加者が招待された場合にのみ利用できま
す。

コールバック:お使いのWebExサイトでコールバック機能が有効になっており、サイトでコー
ルバックサービスの利用が可能になっている場合、番号の横のオプションを選択しておけ

ば、ミーティングからのコールを受け取れば音声に接続されます。

音声PIN:サイト管理者が有効にしている場合は、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、コールイン認証 PINを指定できます。管理者
が、サイトでコールイン認証を使用するすべてのアカウントに対して認証 PINを必須として
設定している場合は、ユーザーは PIN番号を指定する必要があり、指定しないとそのアカウ
ントに対してコールイン認証は無効になります。このオプションは、プロファイルの少なく

とも 1つの電話番号に [コールイン認証]オプションを選択した場合にのみ使用できます。主
催者が電話を使用し、他の出席者を追加で参加する必要がある場合に、PINも使用すること
で第二レベルの認証が通話のためのに提供されます。

[パーソナル会議]で [アカウントの生成]を選択して 3つのパーソナル会議アカウントを設定
します。パーソナル会議ミーティングのスケジュール中にパーソナル会議番号アカウントを

選択すれば、パーソナル会議ミーティングの音声のために使用することができます。また、

パーソナル会議番号アカウントを使えば、任意の電話からインスタント音声会議を開始する

こともできます。事前にスケジュールする必要はありません。
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パーソナル電話会議アカウントにより、あなたがパーソナル会議の音声を開始するために使

用するアクセスコードや、出席者がパーソナル会議の音声に参加するために使用するアクセ

スコードが指定されます。

パーソナル音声会議アカウントはいつでも削除できます。

•マイパーソナル会議室:パーソナル会議室の固有の名前を指定します。URLをコピーして外
ユーザーと共有することも可能です。サイト設定によってはパーソナル会議室に別の URL
を指定することも可能です。次の二つのオプションを有効にすることができます:

•入室したらパーソナル会議室を自動的にロックする

•あなたがパーソナル会議室から離れている間に誰かがロビーに入ったら通知を受け取
る。

•スケジュールテンプレート:ミーティングのスケジューリングがすばやく行うことができるス
ケジューリングテンプレートを管理します。

•スケジュールオプション:完了済みミーティングの削除、既定ミーティングタイプ、クイック
スタートページ、スケジューリング権限などのオプションを指定します。

• Support Center:サポートダッシュボードに表示されるタブの順番を指定します。

ステップ 4 [保存]を選択して変更を保存します。

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。

レポートを作成するには:

手順

ステップ 1 [マイWebEx >マイレポート]の順に移動します。

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。
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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:

•一般的なミーティング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。

ステップ 7 ミーティング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、ミーティン

グ名のリンクを選択します。

ステップ 8 カンマ区切り値 (CSV)形式でレポートデータをエクスポートするには、[レポートのエクスポート]
または [エクスポート]を選択します。

ステップ 9 場合により、レポートのリンクを選択すると詳細が表示されます。

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:

一部のレポートでは、ミーティングが終了した後 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。

ミーティング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:

•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、各ミーティング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。

（注）

•使用概況レポート (CSV形式ファイル):すべての参加者がミーティングに接続した時間 (分)
やトラッキングコードなど、各ミーティングに関する詳細情報が表示されます。
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•セッションの詳細レポート:ミーティング参加者の詳細情報です。これには参加者がミーティ
ングから出席および退席した時刻、ミーティング中の関心度、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。

（注）

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。
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