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第 1 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, 1 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, 2 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, 3 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, 3 ページ

• スケジューラのクイックリファレンス, 3 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, 8
ページ

• 登録要求の承認および拒否, 9 ページ

• メールテンプレートの管理, 9 ページ

• インスタントミーティングによる今すぐミーティング, 10 ページ

• 音声接続の ANI/CLI認証, 11 ページ

ミーティングのスケジューリング
WebExミーティングはアドバンストスケジューラとクイックスケジューラを使ってスケジューリ
ングできます。

急いでいますか？

•クイックスケジューラを使用します。わずかな情報を入力するだけで完了します。

セキュリティや権限割り当てのオプションを指定しますか?

•アドバンストスケジューラを使用して詳細な設定を指定します。
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アドバンストスケジューラとクイックスケジューラはいつでも切り替えることができます。一

方のスケジューラに入力したすべての情報はもう一方のスケジューラにも保存されます。

（注）

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
あなたのミーティングをより安全にするためのいくつかの方法があります。

•参加時にパスワード入力を要求する:

◦アドバンストスケジューラおよびクイックスケジューラの必須情報ページ。

◦サイトの設定によってはパスワードが必須になっています。

◦システムによる自動生成のパスワードを承認するか、新たに作成します。

•ミーティングカレンダーでミーティングを表示しない:

◦非公開ミーティングに参加するには一意のミーティング番号を入力する必要がありま
す。ミーティング番号はWebExサイトには表示されません。

◦アドバンストスケジューラの [必須情報]ページ。

•招待状メールにミーティングパスワードを記載しない:

◦アドバンストスケジューラの [必須情報]ページ。

•出席者にログインを要求する:

◦出席者がミーティングに参加するにはWebExサイトのアカウントが求められます。

◦アドバンストスケジューラの [出席者の招待]ページ。
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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

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングの開催 >ミーティングのスケジュール]に移動します。

ステップ 3 [アドバンストスケジューラ]が表示されている場合は、[クイックスケジューラ]を選択します。

ステップ 4 ミーティングの詳細を入力し、[開始]または [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。ミーティングに関する情報が記載されたメールを受け取ります。

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

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングの開催 >ミーティングのスケジュール]に移動します。

ステップ 3 [クイックスケジューラ]が表示されている場合は、[アドバンストスケジューラ]を選択します。

ステップ 4 表示されるプロンプトに従いミーティングの情報を入力し、それから [次へ]を選択して次のページに移動
します。

WebEX Meeting Center WBS31を使用している場合、ミーティング参加前にシングルサインオン
を使ってサインインすることを出席者に要求することができます。こうすることでイベントを

招待済み出席者のみに制限することができます。

（注）

9ページで構成されるアドバンストスケジューラのウィザードに従い、ミーティングをスケジューリング
します。

ステップ 5 [レビュー]ページでミーティングの詳細を入力し、[開始]または [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。ミーティングに関する情報が記載されたメールを受け取ります。

スケジューラのクイックリファレンス
次の表ではアドバンススケジューラの詳細説明が必要な項目について記載しています。

WebEx Meeting Center ユーザーガイド (WBS31)    
3

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からミーティングをスケジュールする



説明オプション

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。

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。サイトの設定によってはミーティングパスワードが必須の場合があ

ります。システムによる自動生成のパスワードを承認するか、新たに作成しま

す。

パスワードには最大 16文字含めることができます。スペースおよび次の文字
は使用できません。\ ` “ / & < > = [ ].

ミーティングパスワード

パスワードの再確認

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。

トラッキングコード

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。

このボックスチェックを解除するか、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限り、出席者はミー

ティングに参加できません。

（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
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説明オプション

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:指定の終了日まで毎日ミーティングを繰り返します。

• [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:指定の終了日まで指定した数の週だけ繰り返します。

• [X]週ごと:毎週の特定の曜日、および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:ミーティングが繰り返される特定の曜日を指定します。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:指定の終了日まで毎日ミーティングを繰り返します。

• [x]ヶ月ごとの [x]日:ミーティングを繰り返す月の特定の日付けを指定し
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:指定した終了日まで年単位でミーティングが繰り返されます。

•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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説明オプション

WebEx音声

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。WebEx音声
(Hybrid音声)では出席者が各自のコンピュータまたは電話を使って音声に接続
することができます。

他社の電話会議サービス

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。会議参加に必要な手順を入力します。手順が表示される場所:

• WebExサイトの [ミーティング情報]ページ

•招待メール

•ミーティングウィンドウの情報タブ

•参加者のミーティングウィンドウ中の [音声に接続]ダイアログボックス

Cisco Unified MeetingPlace音声会議

ミーティングにあなたの 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

•出席者がコールバックを受ける: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。コー

ルイン番号はミーティングウィンドウからいつでも確認できます。

VoIPのみを使用する

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。

音声会議タイプの選択

1人または複数の出席者を代理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サイトにユーザーアカウントがな
ければなりません。

出席者

出席者は各自のコンピュータに Flash PlayerおよびWindows Media Playerがイ
ンストールされていることを確認する必要があります。

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

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、WebEx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

   WebEx Meeting Center ユーザーガイド (WBS31)
6

ミーティングのスケジューリング

スケジューラのクイックリファレンス



説明オプション

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。

選択するファイルの形式は Universal Communications Format (UCF)で、WebEx
サイトの個人フォルダで保管しておく必要があります。

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。

ビューア中でプレゼンテーションスライダまたはドキュメントのページが自動

的に開始されます。

•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:[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。

[x]秒ごとにページを進める:[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。

参加者にファイルのコンロールを許可する: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

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
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説明オプション

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

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

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

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
他人があなたのミーティングをスケジュールしてもあなたのミーティング一覧上にそのミーティ

ングが表示されます。あなたがスケジュールしたミーティング同様に開始して進行することがで

きます。

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx >基本設定]の順に移動します。
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[設定]ページが表示されます。

ステップ 3 [スケジュールオプション]の [スケジュールの権限]セクションで [主催者を選択]を選択し、WebExサイ
ト上にアカウントを持つすべてのユーザーから選択します。

ステップ 4 [更新]を選択します。

登録要求の承認および拒否

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx >マイミーティング]の順に移動します。
スケジュールしたミーティングの一覧が表示されます。

ステップ 3 ミーティング議題リンクを選択します。

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 登録要求を承認するには、承認する出席者のチェックボックスにチェックを入れ、[承認]を選択します。

ステップ 6 登録要求を拒否するには、拒否する出席者のチェックボックスにチェックを入れ、[拒否]を選択します。

メールテンプレートの管理
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。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

•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
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•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

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングの開催 >ミーティングのスケジュール]に移動します。

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]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。

ステップ 5 (オプション)テンプレートを保存するには、[テンプレートとして保存]を選択します。
テンプレートの一覧が表示されます

ステップ 6 テンプレートを上書きするか、新規として保存します:

•テンプレートに変更を加えて上書きする場合、上書きするテンプレートを選択し、[保存]を選択しま
す。

•変更を加えて新規テンプレートとして保存するには、[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。

ステップ 7 いつも通りにミーティングをスケジュールします。

インスタントミーティングによる今すぐミーティング
すぐにミーティングを開始する必要がありますか？[今すぐミーティング]コマンドを使えば簡単
にインスタントミーティングを開始できます。

インスタントミーティングはWebExサイトの [今すぐミーティング]コマンドからすばやく開始で
きます。既定では、[今すぐミーティング]で開始するインスタントミーティングはパーソナル会
議室から開始されます。パーソナル会議室をインスタントミーティングとして使用したくない場

合、基本設定の [今すぐミーティングの設定]セクションで [インスタントミーティングはすべて
パーソナル会議室で開催する]オプションをオフにします。

WebEx生産性向上ツールがある場合はデスクトップから直接開始することができます。

操作Task

1 WebExサイトにログインします。

2 [マイWebEx>基本設定]の順に移動します。

3 [今すぐミーティングの設定]でインスタント
ミーティングの既定オプションを編集しま

す。

インスタントミーティングの既定設定を編集し

ます。
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操作Task

1 WebExサイトにログインします。

2 [Meeting Center >ミーティングの開催]に移
動します。

3 [今すぐミーティング]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
開始します。

次のいずれかの方法でインスタントミーティン

グを開始します:

• WebEx生産性向上ツールパネルで [今すぐ
ミーティング]を選択します。パネルが開
いていない場合、デスクトップ上でWebEx
生産性向上ツールのショートカットから開

くか、またはWindowsの [スタート]メ
ニューから開きます。

• 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]を選択します。

• 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選択します。

生産性向上ツールのショートカットを使ってイ

ンスタントミーティングを開始します。

音声接続の ANI/CLI 認証

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

操作方法:

1 ミーティングにコールインする番号はWebExの基本設定に追加されています。

2 ミーティングの音声にコールインできるようになります。

WebEx Meeting Center ユーザーガイド (WBS31)    
11

ミーティングのスケジューリング

音声接続の ANI/CLI 認証



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

4 ミーティングにはミーティング番号を入力しなくても自動的に移動します。

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

•ダイヤルイン ANI/CLI電話会議認証を使ってミーティングをスケジュールする。

• ANI/CLIが有効な音声会議へのコールイン時に認証される電話番号を指定する。ミーティン
グのスケジューリング時にあなたが招待されている場合には認証されます。

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

ANI/CLI 認証でミーティングをスケジュールする

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングの開催 >ミーティングのスケジュール]に移動します。
[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 [音声会議の変更]を選択します。
[音声会議の設定]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。

ステップ 5 いつも通りにミーティングをスケジュールします。

コールイン認証のための電話番号を指定する

ユーザープロファイル一覧中の電話番号に認証を設定することができます。

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 [マイWebEx]および [基本設定]を選択します。

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

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

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

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [マイWebEx]に移動して [基本設定]を選択します。

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

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

ステップ 5 [保存]を選択します。

記憶された番号の編集

はじめる前に

•ミーティングの音声は番号を編集するまで参加しないでください。

•変更は次回の参加まで有効になりません。

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

ステップ 1 ミーティングにはコンピュータから参加できます。コールインすることはできません。

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

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

ステップ 4 一覧を選択し、[電話番号の管理]を選択します。

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

ステップ 6 [保存]を選択します。
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第 2 章

ミーティングの参加

• 招待状メールから参加する, 15 ページ

• WebExサイトから参加する (アカウントあり), 16 ページ

• WebExサイトから参加する (アカウントなし), 16 ページ

• モバイル端末から参加する, 17 ページ

• パーソナル会議室ミーティングに参加する, 17 ページ

• ビデオ会議システムから参加する, 18 ページ

• ビデオ会議アプリケーションから参加する, 18 ページ

• WebExミーティング情報の表示, 18 ページ

• カレンダーにミーティングを追加する, 19 ページ

招待状メールから参加する

ステップ 1 招待状メール中の URLを選択します。
[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 2 必須のミーティング番号を入力し、[参加]を選択します。
出席者が主催者より先に参加することができない場合は、[参加]ボタンが無効になっています。出席者が
参加すると [参加]ボタンが有効になります。

ステップ 3 音声接続を選択します。電話でコールバックの着信を受けるか、またはコールインします。またあるいは

コンピュータを使ってミーティングの音声に接続することも可能です。

サイトが対応している場合、ビデオ会議システムを使って音声とビデオに接続したり、またはミーティン

グからのコールバックを受け取り、ビデオ会議システムに参加することも可能です。
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WebEx サイトから参加する (アカウントあり)

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングに参加 >ミーティング一覧]に移動します。
ミーティングカレンダーが表示されます。

ステップ 3 リスト上にあるミーティングを見つけたら、[参加]ボタンを選択します。

ステップ 4 ミーティングが見つからない場合は非表示になっている可能性があります。

a) [ミーティングに参加 ]に移動し、[非公開ミーティング]を選択します。
b) ミーティング番号を入力し、[参加]を選択します。

ステップ 5 ミーティング情報ページで必須の情報を入力し、[参加] を選択します。
出席者が主催者より先に参加することができない場合は、[参加]ボタンが無効になっています。出席者が
参加すると [参加]ボタンが有効になります。

ステップ 6 音声接続を選択します。電話でコールバックの着信を受けるか、またはコールインします。またあるいは

コンピュータを使ってミーティングの音声に接続することも可能です。

サイトが対応している場合、ビデオ会議システムを使って音声とビデオに接続したり、またはミーティン

グからのコールバックを受け取り、ビデオ会議システムに参加することも可能です。

WebEx サイトから参加する (アカウントなし)

ステップ 1 WebExサイトに移動します。

ステップ 2 ミーティング番号を入力し、[参加]を選択します。
[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 3 必須のミーティング番号を入力し、[参加]を選択します。
出席者が主催者より先に参加することができない場合は、[参加]ボタンが無効になっています。出席者が
参加すると [参加]ボタンが有効になります。

ステップ 4 音声接続を選択します。電話でコールバックの着信を受けるか、またはコールインします。またあるいは

コンピュータを使ってミーティングの音声に接続することも可能です。

サイトが対応している場合、ビデオ会議システムを使って音声とビデオに接続したり、またはミーティン

グからのコールバックを受け取り、ビデオ会議システムに参加することも可能です。
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モバイル端末から参加する
モバイル端末にWebEx Meetingsアプリがインストールされている場合、モバイル端末からミー
ティングに参加できます。

ステップ 1 Cisco WebEx Meetingsアプリを開始します。

ステップ 2 [ミーティングに参加]をタップします。

ステップ 3 音声接続を選択します。電話でコールバックの着信を受けるか、またはコールインします。またあるいは

コンピュータを使ってミーティングの音声に接続することも可能です。

サイトが対応している場合、ビデオ会議システムを使って音声とビデオに接続したり、またはミーティン

グからのコールバックを受け取り、ビデオ会議システムに参加することも可能です。

パーソナル会議室ミーティングに参加する

ステップ 1 次のいずれかの手順に従い操作します:

•招待状メール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ます。主催者のパーソナル会
議室情報ページが開きます。

•パーソナル会議室 URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けたら Enterを押します。主
催者のパーソナル会議室情報ページが開きます。

• WebExサイトで主催者のパーソナル会議室 IDを入力します。
主催者のパーソナル会議室 IDはパーソナル会議室 URLにあります。
organizationname.webex.com/meet/jparkerを例にした場合ユーザー名は jparkerです。パーソ
ナル会議室情報ページが開きます。

（注）

ステップ 2 [参加]を選択します。

ステップ 3 音声接続を選択します。電話でコールバックの着信を受けるか、またはコールインします。またあるいは

コンピュータを使ってミーティングの音声に接続することも可能です。

サイトが対応している場合、ビデオ会議システムを使って音声とビデオに接続したり、またはミーティン

グからのコールバックを受け取り、ビデオ会議システムに参加することも可能です。
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ビデオ会議システムから参加する
CMR Cloudミーティングにはこれに対応するビデオシステムから参加できます。例えば Ciscoや
Polycomなどがあります。

ステップ 1 スクリーンキーボードを開くか、またはビデオ会議システムのリモート操作権限を取得します。

ステップ 2 [ダイヤル]または [新しい通話]を選択します。

ステップ 3 キーボードボタンを選択してビデオアドレスをダイヤルします。

ステップ 4 システムのプロンプトに従い操作します。

ビデオ会議アプリケーションから参加する
Cisco Jabberビデオなどのビデオアプリケーションを使ってミーティングを開始できます。

ステップ 1 アプリを開きます。

ステップ 2 ビデオアドレスをダイヤルします。

ステップ 3 [開始]、[発信]を選択するか、またはビデオ通話を開始するための操作を行います。

ステップ 4 プロンプトに従い操作します。

WebEx ミーティング情報の表示
ミーティング参加前に主催者の名前、メールアドレス、ミーティング番号、議題などの一部の情

報を確認することができます。

ミーティング情報を表示するには、次のいずれかの手順を行います:

•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。

• WebExサイト上の主催者のミーティングカレンダーに移動する:
a) [ミーティングに参加 >ミーティング一覧]に移動します。
b) ミーティングカレンダーでミーティングを探してリンクを選択します。
c) 必要に応じてパスワードを入力します。
d) 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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カレンダーにミーティングを追加する
お使いのカレンダーアプリケーションが標準の iCalrendarに対応している場合、スケジュール済
みミーティングを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、カレンダーアプリケーションからミーティン

グを削除するためのオプションが含まれています。

メール招待状を受け取ったら、リンクを選択してカレンダーにミーティングを追加するか、添付

の iCalendarファイル (.ics)を開いて承諾します。

または、お使いのWebExサイトからミーティングをカレンダーに追加します。

ステップ 1 WebExサイトにログインします。

ステップ 2 [ミーティングに参加 >ミーティング一覧]に移動します。
ミーティングカレンダーが表示されます。

ステップ 3 ミーティングを見つけてリンクを選択します。

ステップ 4 必要に応じてパスワードを入力します。

[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 5 [自分のカレンダーに追加]を選択します。
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第 3 章

ミーティング参加時のトラブルシューティ

ング

• ミーティングへの参加, 21 ページ

• PC環境の Internet Explorerユーザー, 21 ページ

• PC環境の Firefoxまたは Chromeユーザー, 21 ページ

• Macユーザー, 22 ページ

ミーティングへの参加
ミーティングに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と呼ばれる
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。ダウンロードされない場合

は次のトピックから解決方法を確認してください。

PC 環境の Internet Explorer ユーザー
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。
画面上の手順に従ってアドオンをインストールします。

あなたの組織で ActiveX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。

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。

PC 環境の Firefox または Chrome ユーザー
Javaに関するメッセージを見つけます。通常は最新版のダウンロードとインストールを促すもの
です。
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画面に表示された手順に従って 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、
ページ下部にある [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。

あなたの組織で javaが許可されていない場合、組織のWebEx管理者に問い合わせてください。

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。

Mac ユーザー

ステップ 1 アドオンのダウンロードとインストールのプロンプトを表示します。

ステップ 2 [アドオンをダウンロードしてインストール]を選択して Cisco_WebEx_Add-On.dmgファイルをダウンロー
ドします。

ステップ 3 ファイルを実行します:

• Chromeの場合、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。

• 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 4 画面に表示される手順に従って操作します。

インストールが完了したらミーティングの読み込みが自動的に始まります。
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第 4 章

WebEx ミーティングに登録する

• ミーティングに登録すべき理由は？, 23 ページ

• 招待状メールから登録する, 23 ページ

• WebExサイトから登録する, 24 ページ

ミーティングに登録すべき理由は？
登録を使えば、主催者は出席者の情報を収集したり、アクセスを制限したり、ミーティング情報

を保護することができます。

すべてのミーティングで登録が必要というわけではありません。登録が求められる場合は、招待

状メールまたはWebExサイトから登録することができます。

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。

招待状メールから登録する

ステップ 1 メールを開き、[登録]を選択します。
[ミーティング情報]ページが表示されます。

ステップ 2 [登録]を選択します。
[登録]ページが表示されます。

ステップ 3 登録フォームを入力し、[今すぐ登録]を選択します。
[登録確認]ページが表示されます。
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WebEx サイトから登録する

ステップ 1 WebExサイトに移動します。

ステップ 2 WebEx主催者アカウントを持っている場合:
a) ログインします。
b) [ミーティングに参加 >ミーティング一覧]に移動します。
ミーティングカレンダーが表示されます。

ステップ 3 WebEx主催者アカウントを持っていない場合:
a) ミーティング番号を入力し、[参加]を選択します。
b) [登録]を選択するとミーティングカレンダーが表示されます。

ステップ 4 出席するミーティングで [登録]を選択します。
[登録]ページが表示されます。

ステップ 5 登録フォームを入力し、[今すぐ登録]を選択します。
[登録確認]ページが表示されます。
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第 5 章

ミーティングの開催:クイックリファレンス

• ミーティングの開催 -クイックリファレンス, 25 ページ

ミーティングの開催 - クイックリファレンス
ミーティングウィンドウからミーティングを進行しながら、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システムを含むミーティングを管理している場合、次のWebExの機能を利用する
ことができます:

（注）

•投票

•ファイル転送

•チャット (TelePresence会議室にいる参加者との)

操作Task

[クイックスタート]タブで [招待と催促]を選択
し、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。

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。

ウェルカムメッセージの編集
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操作Task

[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。

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。

サウンド通知を編集する

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が入力された時に

再生する音声を編集する

[参加者 >権限の割り当て]を選択し、適切なオ
プションにチェックを入れるか、解除します。

共有権限の付与と削除

WebExボールをドラッグし、新しいプレゼンタ
にドロップします。

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。

別の人を主催者に指名する

[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

[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。

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。

このオプションを使うことで、ユー

ザーがミーティングに参加すること

を防ぐことができます。これには、

招待されているにもかかわらずまだ

参加していないユーザーも含まれま

す。

（注）

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
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操作Task

[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。

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。

ミーティングを終了する

[ファイル >議事録を送信]の順に選択し、要求
される情報を入力してメールを送信します。

ミーティング中に保存済みの場合、次

のものを添付できます。

（注）

•共有ドキュメント

•チャット

•投票用の質問

•投票結果

•ミーティング中に取ったまたは
公開された公開メモまたは字幕

字幕は、参加時にメールアドレスを入

力したすべての参加者に送信されま

す。

音声のみの参加者は議事録には含まれ

ません。

議事録を参加者に送信する
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第 6 章

メモ、議事録、字幕の管理

• メモ、議事録、字幕の管理, 29 ページ

メモ、議事録、字幕の管理
メモを取る場合にいくつか注意しておくことがあります。

•すべての参加者に対しメモ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。しかし各自がメモを保存することはできます。

• 1人のメモ担当者は、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。

•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。

•メモの機能はMacでは利用できません。

操作Task

[参加者]パネルで参加者を右クリックし、それ
から [役割の変更>メモ担当者]を選択します。

参加者の名前の右側に鉛筆インジケータが表示

されます。

メモ担当者の指名

[参加者]パネルで参加者を右クリックし、それ
から [役割の変更>メモ担当者]を選択します。

参加者の名前の右側に字幕インジケータが表示

されます。

字幕担当者の指定
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操作Task

ミーティングウィンドウで [ミーティング >オ
プション]の順に選択します。表示されるミー
ティングオプションダイアログボックスで [字
幕を有効にする]にチェックを入れるかチェッ
ク解除します。

字幕を有効にする

あなたがミーティングの 1名のメモ担当者の場
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

モの内容は、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。

公開メモ (議事録)を取る

あなたがミーティングの 1名の字幕担当者の場
合、あなたは [ミーティング]ウィンドウの字幕
パネル中に字幕を入力することができます。字

幕を入力する場合、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。字幕は Enterキーを押す
度、または公開を押す度に他の参加者に表示さ

れます。

字幕を提供する
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第 7 章

WebEx 音声の使用

• 概要, 31 ページ

• WebEx音声に接続する, 32 ページ

• WebEx音声のクイックリファレンス, 32 ページ

概要
電話またはコンピュータを使ってWebExミーティング内で通話することができます。

•電話:お使いのサイトが対応している場合にコールバックサービスを使用してミーティングか
らのコールバックを受けたり、コールインすることができます。

このオプションは音声品質は優れていますが通話費用が発生する場合があり

ます。

（注）

•コンピュータ:コンピュータに接続されているヘッドセットを使えばミーティングの音声に加
わることができます。

場合によりノイズや音声の遅延が発生しますが費用はかかりません。（注）

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

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

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

ステップ 2 オプションの一つを選択して音声に接続します:

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

•コールイン:一覧中の電話番号に発信し、必須情報を入力します。

•コンピュータを使って通話:インターネット経由で接続されます。

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

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

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

WebEx 音声のクイックリファレンス
操作Task

1 [クイックスタート]ページで [音声に接続]を選択しま
す。

2 [音声を切り替える]を選択します。

3 次のいずれかを実行します:

•電話を使った通話中の場合、[コンピュータを使っ
て接続]を選択します。

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

現行の音声接続を変更する
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操作Task

1 [音声に接続済み]を選択します。

2 [音声を切断]を選択します。

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

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

別の番号でミーティングからのコー

ルバックを受ける

1 ミュートのオプションを表示します:

• Windows:参加者リストで右クリック

• Mac:Ctrlを押しながら参加者パネルをクリック

2 以下の操作が可能です:

•主催者

◦ミーティング参加時にすべての参加者を
ミュートにするには、[出席時に出席者を
ミュート]を選択します。

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

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

•参加者

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

ト解除します。

自分のマイクおよびスピーカーの設

定を適切に調整する

[参加者]パネルで [挙手]を選択する発言を要求する

[参加者]パネルで [手を下げる]を選択する発言要求を撤回するには

1 [音声に接続済み]を選択します。

2 [音声を切断]を選択します。

音声の切断
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第 8 章

ビデオを操作する

• 概要, 35 ページ

• ビデオのクイックリファレンス, 35 ページ

概要
WebExMeeting Centerは最大で 720ピクセルのHD画質ビデオと最大で 360ピクセルの高画質ビデ
オに対応します。

ビデオオプション設定はサイト管理者により指定されているか、またはスケジューリング時に主

催者により設定されます。

TelePresenceシステムを含むMeeting Centerミーティングを進行している場合、次のWebEx機
能は使用できません:

（注）

•投票

•ファイル転送

• TelePresence会議室内の参加者とのチャット

ビデオのクイックリファレンス

操作Task

名前の横になるビデオアイコンを選択します。

ビデオを開始するとアイコンが緑になります。

ビデオの開始と停止
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操作Task

ビデオパネル右上角にある [フルスクリーンビューですべての参加者
を表示する]を選択します。

フルスクリーンビューですべての参加者のビ

デオを表示します。

Windows:参加者パネル右上で [ビデオオプションの設定]アイコンを選
択します。

Mac:参加者パネル右下で [ビデオオプションの開始]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）

参加者パネル右上で [ビデオオプションの設定]アイコンを選択しま
す。

ミーティングでビデオを自動的に開始するか

どうかを設定します。

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。

2 [映し出す参加者を 1人に固定]ダイアログボックスが表示されま
す。

•常に発言を続ける参加者を映し出すには、[アクティブスピー
カー]を選択します。

•特定の発言者だけを映し出すには、[特定の参加者]を選択し、
参加者の名前を選択します。

参加者1人を映し出して固定する。(出席者の
み)

[ミーティング >音声とビデオの統計値...]を選択しますミーティングウィンドウから音声とビデオの

データを表示する

発言中の参加者のパネルを右クリックし、それから [音声とビデオの
統計値...]を選択します。

フルスクリーンビデオウィンドウから音声と

ビデオのデータを表示する
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第 9 章

コンテンツ共有およびリモートコンピュー

タ

• コンテンツ共有, 37 ページ

• リモートコンピュータ共有のクイックリファレンス, 38 ページ

• Meeting Centerでのコンテンツ共有 -ベストプラクティス, 40 ページ

• フルスクリーンモードでコンテンツを共有する, 41 ページ

• 共有コンテンツの色の見えのトラブルシューティング, 41 ページ

コンテンツ共有
ミーティング中、プレゼンタはほぼすべての形式のファイルを共有することができます。

操作方法共有内容

共有 >自分の画面コンピュータ画面上すべて

共有 >ファイル (動画)ミーティング中に編集を行う必要が無いファイ

ル。

例えばビデオやスライドなどです。

共有 >アプリケーションミーティング中に編集を行う必要があるアプリ

ケーションおよびファイル。

例えば、新しいアプリケーションのテスト操作

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

うなどがあります。
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操作方法共有内容

共有 >ホワイトボードテキストや画像ツールを使えば、他のミーティ

ング参加者たちと余白箇所にハイライトやメモ

の注釈を入れたり、または簡単なイラストを描

くことが可能です。

共有 >ウェブコンテンツ参加者は各自のコンテンツビューアからウェブ

ページを操作することができ、さらにメディア

効果、ビデオ、音声にも対応するウェブサイト

です。

共有 >ウェブブラウザ参加者に表示しながら複数のウェブサイトの

ページを移動することができます。しかしエ

フェクト、ビデオ、および音声は再生されませ

ん。

共有 >リモートコンピュータリモートコンピュータ上にあるファイルやアプ

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

例えば出張先から社内のコンピュータにライセ

ンスが紐付けられているアプリケーションを

使ってデモンストレーションを行うなどです。

共有 >マイミーティングウィンドウミーティングウィンドウ全体です。これ以外の

コンピュータ画面は含まれません。

リモートコンピュータ共有のクイックリファレンス

スケジューリングを始める前に

•リモートコンピュータに Access Anywhereエージェントのインストールが済んでいることを
確認します。

•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。

（注）
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操作Task

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。

2 [リモートコンピュータ]からあなたのコン
ピュータを選択します。

3 [アプリケーション]からあなたのアプリケー
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 [コンテンツ]オプションが表示さ
れます。

4 [接続]を選択してアクセスコートか電話コー
ドでの認証を済ませます。これは Access
Anywhereのコンピュータをセットアップす
る際に指定できます。

リモートコンピュータ共有を開始する

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、[リモートアプリケーショ
ン共有]を選択します。

2 目的のアプリケーションを選択して、[OK]
を選択します。

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。

共有リモートコンピュータで追加アプリケー

ションを共有する
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操作Task

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:

•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。

•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。

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。

リモートコンピュータ共有の終了

[ミーティングコントロール]パネルで下矢印を
選択し、[Send Ctrl+Alt+Del]を選択します。

リモートコンピュータをログイン、ロック、

ロック解除するには

Meeting Center でのコンテンツ共有 - ベストプラクティス
コンテンツ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。

•ミーティング中の待ち時間を軽減するために、ミーティングを始める前に共有する予定のア
プリケーションを起ち上げておきます。

•帯域幅を最大限確保するために、帯域幅を消費する無駄なアプリケーションを閉じておきま
す。例えば、インスタントメッセージング、音声やビデオの受信が行われるプログラムなど

です。

•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。

•共有ソフトウェアとミーティング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ミーティングウィンドウに戻り、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。

• 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に移動したとしても、出席者には継続

して表示されます。
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• 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させることができます。

• Office 2013ユーザーがファイル共有から共有する PowerPointスライドでは、アニメーション
とトランジションには対応していません。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。

•プレゼンタは共有中のタブ上部を操作することでドキュメントを進めたり戻したりすること
ができます。[表示]メニューから [自動的にページを進める]に移動してドキュメントを自動
的に進める時間間隔を指定することも可能です。

フルスクリーンモードでコンテンツを共有する
フルスクリーンモードで共有中、ミーティングコントロールパネルの画面上部からセッションコ

ントロールにアクセスできます。

ミーティングコントロールパネルを使えば、[チャット]パネルを持ってきたり、録画を一時停止
または再開したり、まるであなたがミーティングウィンドウの中にいる様にミーティングをこと

ができます。また、[ミーティングコントロールパネル]から共有オプションにアクセスすること
ができます:

•共有:共有メニューにアクセスして共有モードを切り替えます。ミーティングウィンドウに戻
る必要はありません。

•指定:他の参加者をプレゼンタに指名する、リモート操作を付与する、参加者に共有ソフト
ウェアの操作権限を自動的に付与する、等の操作。共有中にプレゼンタを変更すると、共有

が停止され、すべての参加者がミーティングウィンドウに戻されます。

•注釈:フルスクリーン表示中、コンテンツに注釈を加えるための注釈ツールを表示します。

•その他のオプション:フルスクリーンビューでの共有ソフトウェアを表示する、パネルレイア
ウトの管理、メモパネルの表示、音声オプションにアクセスする、全参加者とのフルスク

リーンビューの同期、参加者の招待と催促、イベントを終了する、等の操作。

共有コンテンツの色の見えのトラブルシューティング
共有コンテンツの色が正確に表示されていない場合があります。例えば、色のグラデーションが

とても不自然だったりします。

既定では共有アプリケーションの描画には16-bitカラーモードが使用されます。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。鮮明な色を写し出すにはTrueColor
モードの使用が良い場合があります。しかしアプリケーション共有の描画は遅くなります。

Windows:

1 共有セッションを停止します。
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2 ミーティングウィンドウで [ミーティング >オプション]の順に選択します。

3 [True Colorモード]タブを選択します。

4 [True Colorモードを有効にする]を選択します。

5 以下のいずれかのオプションを選択します。

•画質重視 (画像圧縮なし)

•描画速度重視 (画像圧縮あり)

6 [OK]または [適用]を選択します。

Mac:

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。

2 [表示]を選択します。

3 以下のいずれかのオプションを選択します。

•画質重視 (画像圧縮なし)

•描画速度重視 (画像圧縮あり)

4 [OK]を選択します。
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第 10 章

WebEx ミーティング内での投票

• 投票, 43 ページ

• 質問の作成 (Windows), 43 ページ

• 質問の作成 (Mac), 44 ページ

• 投票のクイックリファレンス, 44 ページ

投票
プレゼンタは質問を作成して共有することで投票を行うことができます。投票はフィードバック

の収集、多数決などの投票、学習確認テストなどにとても便利です。

質問の作成 (Windows)

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:

•複数回答を選択するには、[複数選択]で [複数回答]の順に選択します。

•単一回答を選択するには、[複数選択]で [単一回答]の順に選択します。

•記述式を選択するには、[記述式]を選択します。

ステップ 3 [新規]を選択して質問の種類を選択します。

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

ステップ 5 質問を追加するには、手順 2～4を繰り返します。

質問の作成 (Mac)

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、[ここを選択して質問の種類を変更する]を選択し、次のいずれかを実行しま
す:

•複数回答を選択するには、[複数回答]を選択します。

•単一回答を選択するには、[単一回答]を選択します。

•記述式を選択するには、[記述式]を選択します。

投票のクイックリファレンス

操作Task

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

質問の形式を変更するには:

質問または正解を選択し、[編集]アイコンを選
択します。

質問または正解を編集する

質問または正解を選択し、[削除]アイコンを選
択します。

質問または正解を削除する

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

質問または正解を再度配置する
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操作Task

[すべて削除]を選択します。すべての質問を削除する

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

います。

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

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

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

投票中にタイマーを表示する

1 投票用質問が [投票]パネルに表示される [投
票開始]を選択します。

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

終了します。

投票の開始

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

参加者と投票結果を共有する

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

ミーティング中に投票を保存する

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

複数の投票結果を単一ファイルとして保存する

には、[保存 >すべての投票結果]の順に選択し
ます。

投票結果を保存する

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

投票用質問ファイルを開き、[投票]パネルに質
問を表示する
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操作Task

1 [投票]パネルの下部にある [オプション]を
選択します。

2 単一または複数を選んで投票結果に追加し

ます:

• [無回答を含む]を選択すれば未回答も
含まれます。

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

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

投票結果のオプションを指定する
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第 11 章

WebEx Meeting Center のキーボードショート
カットとアクセシビリティ

• 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, 47 ページ

• 参加者リストを使用する, 49 ページ

• チャットパネルのテキストをコピーする, 49 ページ

• 入力ボックスにテキストを入力する, 50 ページ

• 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, 50 ページ

• スクリーンリーダー対応, 51 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
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

参加者リストを使用する
[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。

チャットパネルの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。

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。

s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

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
共有中、画面上部にあるミーティングコントロールパネルは部分的に非表示になります。

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。

ステップ 3 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。
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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

•セッション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
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第 12 章

マイ WebEx の情報を管理する

• ユーザーアカウントの登録, 53 ページ

• 連絡先情報のインポートとエクスポート, 54 ページ

• ミーティング一覧の表示, 55 ページ

• 個人用フォルダ中のファイルの管理, 56 ページ

• ユーザープロファイルの編集, 57 ページ

• WebEx基本設定の編集, 57 ページ

• レポートの生成, 59 ページ

• レポートについて, 59 ページ

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）

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。
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[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。

連絡先情報のインポートとエクスポート
連絡先はアドレス帳に 1件ずつ追加することも、カンマ区切り値またはタブ区切り値ファイル
(.csv)を使って複数件を一度に追加することも可能です。連絡先情報を持つ CSVファイルはお使
いのメールプログラムなどから取得できます。WebExからCSVファイルをエクスポートし、スプ
レッドシートプログラムで開いて連絡先情報を追加し、さらにそれをWebExにインポートするこ
とも可能です。

新しい連絡先をCSVファイルに追加する際、UUIDフィールドは空欄にしてください。連絡先
を識別するこの一意の番号はWebExサイトにより作成されます。

（注）

ステップ 1 WebExサービスサイトにログインし、[マイWebEx >マイ連絡先]を選択します。

ステップ 2 以下のいずれかの作業を行うことができます:

•一度に 1件づつ連絡先を追加する方法:

1 [表示]リストで [個人連絡先]を選択します。

2 [連絡先の追加を選択して画面上の手順に従います。

•複数の連絡先を一度に追加する方法:

1 [表示]リストで [個人連絡先]を選択します。

2 [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。

3 [インポート]を選択して画面上の手順に従います。

•連絡先情報をエクスポートする方法:[エクスポート]を選択して画面上の手順に従います。
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配信リストの作成

ステップ 1 WebExサービスサイトにログインし、[マイWebEx >マイ連絡先]を選択します。

ステップ 2 [配信リストへの追加]を選択します。
[配信リストへの追加]ページが表示されます。

ステップ 3 グループの名前を入力し、必要に応じて説明を追加します。

ステップ 4 以下のいずれかの作業を行うことができます:

• [検索]ボックスで連絡先を検索します。

•目的の連絡先の名前の頭文字の文字を選択して検索します。

• [すべて]を選択し、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。

•新しいグループを追加するには、[連絡先の追加]を選択します。

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

ステップ 6 連絡先の追加が完了したら、[追加]を選択してリストを作成します。

ミーティング一覧の表示
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）

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:
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•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。

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

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

スクスペースが必要な場合は、サイト管理者に問い合わせてください。

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

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

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

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

ステップ 5 フォルダまたはファイルを編集するには、ファイルを選択し、[フォルダを編集]または [ファイルを編集]
のボタンを選択します。

フォルダで次の情報を指定することができます:

•名前と説明

•閲覧と書き込みのアクセス

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

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

ユーザープロファイルの編集

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。

WebEx 基本設定の編集
お使いのWebExアカウントの次の基本設定を指定することができます。

ステップ 1 [マイWebEx >基本設定]の順に選択します。

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
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コールイン認証:サイトでこのオプションが有効な場合、ミーティング番号を入力しなくてもミーティ
ングにコールインすることができます。基本設定の中で電話番号に対しこのオプションを選択するこ

とで、お使いのアカウントが電話番号に紐付けられます。この機能は CLI (発信者認証)または ANI
(自動番号識別)が有効な音声を含むミーティングでのみ利用できます。

コールバック:WebExサイトがコールバックサービスに対応している場合、このオプションによりミー
ティングからのコールバックを受け取り、音声に接続することができます。基本設定で任意の電話番

号のこのオプションにチェックを入れることができます。

音声 PIN:音声 PINにより他のユーザーがあなたの電話番号を使ってミーティングに参加することを
防止します。ミーティングへのコールイン時に音声PINの入力が求められることがあります。WebEx
サイト設定によっては音声PINの指定が必須の場合があります。[コールイン認証]オプションを使用
している場合に特に必要です。

[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。

パーソナル会議アカウントにはパーソナル会議室のミーティングの音声を開始することができる主催

者アクセスコードが含まれます。出席者が参加するための出席者アクセスコードも含まれています。

パーソナル会議のミーティングのスケジューリング時にパーソナル会議アカウントの1つを選択する
ことができます。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。

パーソナル会議アカウントはいつでも削除することができます。

•ビデオシステム:WebExと連動して使用するビデオ会議システムのビデオアドレスを追加します。サ
イトでこの機能が有効になっている場合、ミーティングからコールを受け取り、ビデオシステムを音

声とビデオに接続することができます。

•マイパーソナル会議室:一意な名前、URLを指定したら、URLをコピーして他のユーザーと共有しま
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。あなたの入室
から5、10、15、20分後に会議室を自動的にロックし、さらにあなたが会議室を離れている間に他の
ユーザーがパーソナル会議室のロビーに入った場合に通知を受けるようオプションを設定することが

できます。

•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。
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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:

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。

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:

•ミーティング使用またはトレーニングセッション使用のレポートを表示しているときに、レポートを
印刷するために印刷に適した形式で表示するには、[印刷用表示]を選択します。

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。
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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。

•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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