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C H A P T E R 1

Cisco Unified MeetingPlace Web 
Conferencing へようこそ

Cisco Unified Communications ファミリー製品の一部である Cisco Unified MeetingPlace は、まるで
直接顔を合わせた会議のように自然かつ効果的な遠隔会議を実現する、エンタープライズ クラ
スのリッチメディア会議ソリューションです。このソリューションは音声、ビデオ、Web 会議
を業界トップのセットアップ ツールおよび管理機能と統合し、企業が抱えるあらゆる会議ニー
ズに対して一括対応できるソリューションとユーザ環境を求める企業のニーズにお応えできま
す。Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing は Cisco Unified MeetingPlace ソリューションの
コア コンポーネントであり、これを使用するとリッチ コンテンツの共有、参加者の表示、会議
の管理、記録、再生を実行できるほか、会議の設定や参加が簡単に行えるようになります。

ブラウザ テストについて
ブラウザ テストでは、一連のチェックを行って、ユーザが Web ブラウザを使用して Web 会議
に参加できるかどうかを検証します。また、ネットワーク接続速度を確認し、自分のコン
ピュータ上のコンテンツを他の参加者と共有するのに必要な Cisco Unified MeetingPlace アドイ
ンがインストールされているかどうかを調べます。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing を初めて使用する場合は、ブラウザ テストを実行
することをお勧めします。

このセクションには次の情報が含まれます。

ブラウザ テストの実行（P.1-1）

ブラウザ テストの実行

ブラウザ テストを実行するには

ステップ 1 使用するブラウザのバージョンとオペレーティング システムが本製品に対応しているかどう
か、Cisco Unified MeetingPlace 管理者にご確認ください。

ステップ 2 Web ブラウザを開いて、アドレス フィールドに Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing の 
URL を入力します。

ステップ 3 Enter キーを押します。

ステップ 4 ホーム ページで、[ ブラウザ テストの実行 ] をクリックします。

ステップ 5 [ ブラウザ テスト ] ページで、[ 開始 ] をクリックします。
1-1
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サインインについて
ステップ 6 Adobe Flash Player の指定バージョンをダウンロードするよう指示が表示されたら、画面の指示
に従って操作します。

ステップ 7 [ アドインをダウンロード ] ボタンが表示されたら、次のようにしてアドインをインストールし
ます。

a. [ アドインをダウンロード ] をクリックします。

b. [ 次へ ] をクリックします。

c. [ インストール ] をクリックします。

d. [ 終了 ] をクリックします。

自分のコンピュータのコンテンツを他の人と共有するには、このアドインをインストールして
ください。このアドインにより、共有コンテンツを全画面表示で見ているときも通知を表示で
きるようになるため、自分のコンピュータのコンテンツを他の人と共有しない場合でも、この
アドインをインストールしておくことをお勧めします。

ステップ 8 テストが完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

サインインについて
Cisco Unified MeetingPlace のプロファイルを持っている場合は、自分のユーザ ID とパスワード
を使用して、サインインします。これによって、すべての機能が使用できるようになります。
複数の人がシステムを共有している場合は、セキュリティに関する問題が発生しないように、
Web Conferencing のセッションが終了した後にサインアウトすることもできます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • プロファイル ユーザとしてのサインイン（P.1-2）

 • ゲスト ユーザとしてのサインイン（P.1-3）

プロファイル ユーザとしてのサインイン

プロファイル ユーザとしてサインインするには

ステップ 1 Web ブラウザを開いて、アドレス フィールドに Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing の 
URL を入力します。

ステップ 2 Enter キーを押します。

ステップ 3 [ ようこそ ] ページで、[ サインイン ] をクリックします。

ステップ 4 [ サインイン ] ページで、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID およびパスワードを入力しま
す。自分のサインイン情報を保存して以降のセッションで使用されるようにするには、[ ユー
ザ情報を保存 ] チェックボックスをオンにします。

注 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing では、空白のパスワードは使用できません。
また、パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
1-2
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第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のホームページについて     
ステップ 5 [ すぐにサインイン ] をクリックします。

ゲスト ユーザとしてのサインイン

ゲスト ユーザとは、Cisco Unified MeetingPlace システムにプロファイルを持っていないユーザ
のことです。ゲスト ユーザは、特定の会議に参加したり、登録後には公開された会議のリスト
を閲覧したりできます。ただし、会議をスケジュールすることはできません。

ゲスト ユーザとしてサインインするには

ステップ 1 Web ブラウザを開いて、アドレス フィールドに Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing の 
URL を入力します。

ステップ 2 Enter キーを押します。

ステップ 3 [ ようこそ ] ページで、[ 会議に参加 ] をクリックします。

ステップ 4 [ 会議に参加 ] の [ サインイン ] ページの [ ゲスト名 ] フィールドに、自分の名前を入力します。

ステップ 5 参加する会議の ID がわかっている場合は、該当するフィールドにその ID を入力します。

ステップ 6 [ 会議の検索 ] をクリックします。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のホー
ムページについて

このホーム ページは、Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing の機能にアクセスするための入
口です。プロファイル ユーザである場合は、[ サインイン ] をクリックしてサインインします。

ホーム ページから、次の操作を実行できます。

 • [ 会議に参加 ]  を使用すると、会議の ID を入力することで、特定の会議にすばやく参加で
きます。[ 会議に参加 ] タブをクリックすると、[ 会議に参加 ] ページが自動的に表示され、
プロファイル ユーザまたはゲストとしてサインインできるようになります（「会議への参
加について」のセクション（P. 1-29）も参照）。

 • [ 会議スケジュールの作成 ] を使用すると、[ 新しい会議 ] ページで会議のパラメータを指
定して、今後行う会議をスケジュールできます（「会議スケジュールの作成について」のセ
クション（P. 1-4）も参照）。

 • [ 会議の検索 ] を選択すると [ 本日の会議 ] ページが表示され、過去、将来、または現在の
会議を検索できるようになります（「会議の検索」のセクション（P. 1-28）も参照）。

 • [ 即時会議 ] では、即時会議のスケジュールを行ったり、参加したりできます。この会議
は、スケジューラのユーザ プロファイルからパラメータを使用して、自動的にスケジュー
ルされます。この方法でスケジューリングする場合は、会議 ID を除いて、独自の会議パラ
メータは指定できません（「即時会議のスケジューリングおよび参加」のセクション

（P. 1-13）も参照）。

 • [ マイテンプレート ] を使用すると、会議を新規作成するときに、形式やレイアウトなどの
設定に指定するテンプレートを作成して管理できます（「会議テンプレートについて」のセ
クション（P. 1-25）も参照）。
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会議スケジュールの作成について
 • [Cisco Unified Presenter アドインのインストール ] を使用すると、デスクトップの画面やア
プリケーションの共有を可能にするアドインを、コンピュータにインストールできます

（「共有コンテンツのプレゼンテーションおよび使用」のセクション（P. 1-50）も参照）。

 • [ ブラウザテストの実行 ] は一連のチェックを行って、ユーザが Web ブラウザを使用して 
Web 会議に参加できるかどうかを検証します（「ブラウザ テストについて」のセクション

（P. 1-1）も参照）。

注 Cisco Unified MeetingPlace のプロファイルを使用せずにサインインしたゲスト ユーザに対して
は、一部の Web ページしか表示されません。会議に参加するための Web ページは表示されま
すが、会議をスケジュールするためのページは表示されません。

会議スケジュールの作成について
[ 会議スケジュールの作成 ] タブをクリックすると、[ 新しい会議 ] スケジューリング フォーム
が開きます。このフォームには、会議をスケジュールするための基本的なパラメータがすべて
含まれています。

会議をスケジュールできるのは、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワードを使用し
てサインインしたユーザだけです。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • スケジューリング パラメータ（P.1-4）

 • オーディオ会議と Web 会議のスケジューリング（P.1-8）

 • ビデオ会議のスケジューリング（P.1-9）

 • 会議室専用会議のスケジュール（P.1-11）

 • 定例会議のスケジューリング（P.1-12）

 • 即時会議のスケジューリングおよび参加（P.1-13）

 • 他のユーザの代理としての会議のスケジューリング（P.1-14）

 • マルチサーバ会議のスケジューリング（P.1-14）

 • 内部サーバから外部サーバへの会議の拡張（P.1-15）

 • Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing でのゲスト アクセスの許可設定（P.1-16）

 • 会議の再スケジュール（P.1-16）

 • マルチサーバ会議のアップデート（P.1-17）

 • 会議の削除（P.1-18）

 • マルチサーバ会議の削除（P.1-18）

 • 会議のコピー（P.1-19）

スケジューリング パラメータ

会議のスケジューリング、会議一覧の表示、ゲストには使用できないシステム機能へのアクセ
スを行えるのは、Cisco Unified MeetingPlace のプロファイルを使用してサインインしたユーザ
だけです。
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会議スケジュールの作成について
次の各種会議のパラメータについては、次の 3 つの表をご覧ください。

 • すべての会議に適用されるパラメータ

 • オーディオ会議と Web 会議に適用されるパラメータ

 • ビデオ会議に適用されるパラメータ

表 1-1 は、Cisco Unified MeetingPlace Web スケジューリングを使用して、スケジュール対象の
すべての種類の会議で使用するパラメータを示しています。

表 1-1 すべての会議に適用されるパラメータ 

パラメータ 説明

件名 会議の件名を入力します。件名を指定しなかった場合は、会議のスケジュール担当者の姓が、
会議の確認ページの件名フィールドに表示されます。

会議 ID 会議 ID は、任意の時点で行われている会議を一意に識別するために、システムで使用されま
す。会議 ID は、システムによって自動的に割り当てることも、ユーザがカスタム ID または一
般 ID を割り当てることもできます。

注 システム管理者は、Cisco Unified MeetingPlace Audio Server で、[Allow vanity ID] パラ
メータを [No] に設定できます。こうすると、会議をスケジュールするときにユーザは
一般 ID を割り当てることができなくなります。

日付 会議の日付。

定例 定例会議スケジュールを作成するには、これをクリックします。毎日、毎週、毎月などの開
催頻度を指定し、繰り返し開く回数を指定します。

時刻 会議の開始時刻。これは、時間帯の設定に基づいています。

期間 会議の長さ（分単位）。

会議テンプレート コラボレーション、プレゼンテーション、ウェブセミナ、ユーザ定義によるテンプレートの
うち、いずれかのテンプレートをリストから選択します。

注 フル会議コンソールへのアクセスが許可されていないユーザ プロファイルの場合、コラ
ボレーションとウェブセミナのオプションだけが会議テンプレートに表示されます。ま
た、ここで選択する会議テンプレートは、参加者に音声アクセス権を許可するかどうか
だけに影響を与えます。

次のユーザの代理 （オプション）自分が代行して会議をスケジュールする人のユーザ ID です。このフィールド
を使用できるのは、出席者またはシステム管理者権限を持つユーザだけです。

時間帯 会議の時間帯。異なる時間帯のユーザに代わって会議スケジュールを作成する場合などに、
時間帯を変更できます。このフィールドを使用できるのは、出席者またはシステム管理者権
限を持つユーザだけです。

パスワード 会議をパスワードで保護する場合は、必要なパスワードを入力します。招待者は、会議に参
加するためにこのパスワードを入力する必要があります。パスワードで保護する必要がない
場合は、このフィールドを空白のままにしておきます。

課金コード 会社がコストの付け替えを行っている場合は、この会議のコストを負担するグループまたは
部門を識別するための番号を、このフィールドに入力します。

会議のカテゴリ 使用可能な会議のカテゴリのリストで、会議のカテゴリを選択します。
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会議スケジュールの作成について
表 1-2 では、[ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] セクションに表示されるパラメータを説明
します。システムの展開に音声が含まれていない、またはユーザ プロファイルにビデオのスケ
ジュール作成機能が設定されていない場合、このセクションにはデフォルトですべてのパラ
メータが表示されます。そうでない場合は、[ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェック
ボックスをオンにして、これらのパラメータを設定しておく必要があります。

外部 Web 参加者を
許可

 • 外部の Web サーバからこの会議に参加できるようにする必要がある場合は、[ はい ] をク
リックします。外部の Web サーバとは、組織のファイアウォールの外にある Web サーバ
のことで、組織のファイアウォールの外にいるユーザが、この会議にアクセスできるよ
うになります。外部の Web サーバが必要になる例としては、お客様と販売会議を行う場
合や、外部の組織に対してデモンストレーションを行う場合などがあります。

 • ファイアウォールの内部にいる人だけが会議に参加する場合は、[ いいえ ] をクリックしま
す。VPN を通じて組織のネットワークにアクセスするリモート ユーザがいる場合も、[ い
いえ ] になります。すべての参加者が組織のネットワークにアクセスできるので、この会
議は内部の Web サーバでスケジュールされます。

注 このパラメータが表示されるのは、システムの展開が外部サイトを含めて設定されて
いる場合だけです。

招待者の追加 会議に招待しようとするユーザごとに、ユーザ名と電子メール アドレスを入力します。この
フィールドに文字を入力すると、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを備えたユーザのア
ドレス帳から、Cisco Unified MeetingPlace が一致すると思われるユーザ名を選んで表示しま
す。アドレス帳からプロファイルを選択しないと、そのユーザはゲストとして招待されます。

ユーザ名を入力してから、[ 追加 ] をクリックして [ 招待者 ] テーブルにユーザを追加します。
[ 招待者 ] テーブルが空の場合は、この招待者の電子メール アドレスを入力し、このユーザに
対する会議のアクセス権を選択します。ユーザごとに電子メール アドレスを入力し、この会
議に主催者としてのアクセス権を備えたユーザを少なくとも 1 人は設定してください。

スケジュール 会議をスケジュールするには、これをクリックします。

キャンセル スケジュール作業をキャンセルするには、これをクリックします。

表 1-1 すべての会議に適用されるパラメータ ( 続き )

パラメータ 説明

表 1-2 オーディオ会議と Web 会議に適用されるパラメータ 

パラメータ 説明

オーディオ会議と 
Web 会議の予約

ビデオを発信しない参加者に音声ポートを予約し、Web 会議パラメータを設定するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

音声発信者の数 この会議に参加する発信者の数。1 つの電話回線で複数のユーザが参加する場合（たとえば、
会議室の電話回線で複数のユーザが参加する場合）、これは 1 つの発信者と数えます。

電話ダイヤルイン それぞれのサイトに関連付けられている電話番号が一覧表示されます。ホーム サイトを選択
する場合は、該当する電話番号を選択して、会議をスケジュールするサーバを指定してくだ
さい。
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会議スケジュールの作成について
表 1-3 では、ビデオ会議をスケジュールする場合に使用するパラメータを説明します。このパ
ラメータを設定するには、[ ビデオ会議の予約 ] チェックボックスをオンにしておく必要があ
ります。

ヒント これ以外のスケジュール オプションの詳細は、[ 添付 / 記録 ] アイコンと [ その他のオプション ] 
アイコンをクリックしてください。ここから、文書の添付と、上記以外の会議設定の変更が行
えます。

サイト これは、システム管理者が設定した場合に使用できるオプションのパラメータで、会議をス
ケジュールする場所を指定します。これが使用できるのは、システム管理者が WebConnect を
含めて Cisco Unified MeetingPlace システムを構成した場合だけです。

 • サイトを選択するには、このリストから選択します。

 • 1 つのサイトだけにスケジューリングを制限するには、[ このサイトのみで試行 ] チェッ
クボックスをオンにします。

マルチサーバ 複数の Cisco Unified MeetingPlace Audio Server で会議スケジュールを作成するには、この
チェックボックスをオンにします。

注 このパラメータが表示されるのは、システムの展開がマルチサーバ会議に設定されて
いる場合だけです。

表 1-2 オーディオ会議と Web 会議に適用されるパラメータ ( 続き )

パラメータ 説明

表 1-3 ビデオ会議に適用されるパラメータ 

パラメータ 説明

ビデオ会議の予約 ビデオ発信者（ビデオ エンドポイントやビデオ端末からダイヤルするユーザ）にポートを予
約するには、このチェックボックスをオンにします。

注 システムの展開がビデオ会議をサポートしていて、ビデオ会議のスケジュール機能を
備えているプロファイルの場合のみ、このパラメータが表示されます。このチェック
ボックスをオンにすると、これ以外のビデオ会議パラメータも設定できるようになり
ます。

ビデオ発信者数 ビデオ エンドポイントや予約されたビデオ端末を通じてこの会議に参加する発信者の数。[
ビデオ端末の予約 ] フィールドで招待するビデオ端末の合計、およびこの会議に参加するビ
デオ エンドポイントのポート数も含みます。

ビデオ端末の予約 検索文字列にビデオ端末名の一部または全部を入力してから虫めがねをクリックし、会議に
招待できるビデオ端末リストを更新します。該当する端末をすべて表示するには、検索文字
列を空欄にします。

会議にビデオ端末を招待するには、ディレクトリ リストから端末を選択して [ 追加 ] をク
リックします。

注 検索結果は、この会議に選択しておいた会議のカテゴリに応じて変わります。特定の
ビデオ端末が見つからない場合は、このビデオ端末を使用できない会議カテゴリが選
択されている可能性があります。

予約状況の確認 [ 招待された端末 ] リストに追加しておいたビデオ端末の予約状況を確認するのに使用しま
す。会議当日の端末の予約状況が表示されます。
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会議スケジュールの作成について
オーディオ会議と Web 会議のスケジューリング

Cisco Unified MeetingPlace システムの展開によっては、一部のパラメータが表示されないこと
もあります。詳細は、システム管理者に問い合せてください。

オーディオ会議と Web 会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 （オプション）会議の件名を入力します。招待者が識別しやすい名前にしてください。

ステップ 4 会議 ID（独自の ID を指定する場合）、日付、時刻、会議の所要時間などの、会議の詳細を入力
します。詳細は、「スケジューリング パラメータ」のセクション（P. 1-4）の表 1-1 を参照して
ください。

ステップ 5 企業ファイアウォールの外側に配置されたユーザがこの会議に参加できるようにするには、[ 外
部 Web 参加者を許可 ] パラメータで [ はい ] をクリックします。

注 このパラメータが表示されるのは、外部からのアクセスができるようにシステムの展開
が設定されている場合だけです。

ステップ 6 [ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェックボックスをオンにして、オーディオ会議と Web 
会議パラメータを設定します（ビデオのスケジュール作成機能が搭載されていない場合は、
チェックボックスの代わりに見出しが表示され、オーディオ パラメータと Web パラメータが
デフォルトで表示されます）。詳細は、「スケジューリング パラメータ」のセクション（P. 1-4）
の表 1-2 を参照してください。

ステップ 7 [ 招待者の追加 ] フィールドにユーザ名または電子メール アドレスの一部または全部を入力し
て、[ 招待者 ] セクションに招待するプロファイルとゲスト ユーザを入力します。このフィー
ルドに文字を入力すると、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを備えたユーザのアドレス
帳から、Cisco Unified MeetingPlace が一致すると思われるユーザ名を選んで表示します。シス
テムが提示したこのリストから、プロファイルを選択します。

注 アドレス帳からプロファイルを選択しないと、そのユーザはゲストとして招待されます。

ステップ 8 ユーザ名を入力してから、[ 追加 ] をクリックして [ 招待者 ] テーブルにユーザを追加します。

ステップ 9 [ 招待者 ] テーブルが空の場合は、この招待者の電子メール アドレスを入力し、このユーザに
対する会議のアクセス権を選択します。ユーザごとに電子メール アドレスを入力し、この会議
に主催者としてのアクセス権を備えたユーザを少なくとも 1 人は設定してください。

ステップ 10 会議をカスタマイズするには、[ 添付 / 記録 ] および [ 会議のオプション ] アイコンをクリック
します。これらのセクションで、会議のプリファレンスを変更したり、参考資料を添付したり
できます。

ステップ 11（オプション）ゲスト ユーザが会議に参加して会議の添付を使用できるようにするには、[ 会議
のオプション ] ページの [ 参加者の資格 ] フィールドと [MeetingNotes にアクセスできるユーザ ] 
フィールドが [ 全員 ] に設定されていることを確認してください。

ステップ 12 オプションの設定が完了したら、[ 送信 ] または [OK] をクリックします。スケジューリング 
フォームに戻ります。
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ステップ 13 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。

ヒント

 • WebConnect を使用しており、スケジューリング サイトが利用できる場合は、確認ページが
表示され、会議が正常にスケジュールされたことが示されます。スケジューリング サイト
が利用できなくて、システムでその状態を通知するよう設定されている場合は、警告メッ
セージが表示され、別のスケジューリング サイトにロールオーバーされることの確認が求
められます。

 • 招待した参加者すべてに Cisco Unified MeetingPlace システムからダイヤルアウトするよう
設定する必要のある会議をスケジュールした場合は、会議の確認ウィンドウに表示される 
[MeetingPlace からのコール ] チェックボックスをオフにしないでください。実際に、この
チェックボックスをオフにすると、アウトダイヤル機能が無効になり、音声会議に参加す
る際にシステムから呼び出されなくなります。

ビデオ会議のスケジューリング

ビデオ会議は、会議コンソールを通じてビデオおよび音声の会議が行える、Cisco Unified 
MeetingPlace 会議です。オプションで、Cisco Unified MeetingPlace Audio Server の音声ポート
を、ビデオを発信しない参加者と Web 会議に予約しておくこともできます。

ビデオとの統合が機能するためには、システムに Cisco Unified MeetingPlace Video Integration が
インストールされている必要があります。ビデオ会議をスケジュールできるのは、ビデオのス
ケジュール権限を持っているユーザだけです。

ビデオ会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。[ 新しい会議 ] ページが
表示されます。

ステップ 3 （オプション）会議の件名を入力します。招待者が識別しやすい名前にしてください。

ステップ 4 会議 ID（独自の ID を指定する場合）、日付、時刻、会議の所要時間などの、会議の詳細を入力
します。詳細は、「スケジューリング パラメータ」のセクション（P. 1-4）の表 1-1 を参照して
ください。

ステップ 5 [ 会議のカテゴリ ] リストから、会議のカテゴリを選択します。システムの展開に ビデオ端末 
が定義されている場合は、選択する会議カテゴリによって、会議に招待できるビデオ端末が制
御されることがあります。

ステップ 6 企業ファイアウォールの外側に配置されたユーザがこの会議に参加できるようにするには、[ 外
部 Web 参加者を許可 ] パラメータで [ はい ] をクリックします。

組織のファイアウォールの外にいる参加者がビデオ会議に参加するためには、外部の Web サー
バまたはサーバのクラスタに Video Integration ソフトウェアがインストールされている必要が
あります。これ以外の場合は、[ はい ] をクリックしないでください。

注 このパラメータが表示されるのは、外部からのアクセスができるようにシステムの展開
が設定されている場合だけです。
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ステップ 7 （オプション）[ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェックボックスをオンにして、オーディ
オ会議と Web 会議パラメータを設定します。パラメータについては、「スケジューリング パラ
メータ」のセクション（P. 1-4）の表 1-2 を参照してください。

注 オーディオ会議と Web 会議を予約しておかないと、会議の音声はビデオ MCU でしか使用
できなくなり、Audio Server にダイヤルする音声ユーザが会議に参加できなくなります。

ステップ 8 [ ビデオ会議の予約 ] チェックボックスをオンにして、ビデオ会議パラメータを設定します。

ステップ 9 [ ビデオ発信者数 ] フィールドに、スケジュールするビデオ ポートの数を入力します。[ ビデオ
端末の予約 ] フィールドで招待するビデオ端末の合計、およびこの会議に参加するビデオ エン
ドポイントのポート数も含みます。

ステップ 10（オプション）会議のビデオ端末を予約します。

a. [ ディレクトリ検索 ] フィールドに、検索文字列にビデオ端末名の一部または全部を入力し
てから虫めがねをクリックし、会議に招待できるビデオ端末リストを更新します。該当す
る端末をすべて表示するには、検索文字列を空欄にします。

注 検索結果は、ステップ 5 で選択しておいた会議のカテゴリに応じて変わります。

b. 会議に 1 つ以上のビデオ端末を招待するには、ディレクトリ リストから端末を選択して [ 追
加 ] をクリックします。

c. 招待したビデオ端末を 1 つ以上削除するには、招待した端末リストから端末を選択して [ 削
除 ] をクリックします。

d. （オプション）会議当日に招待した端末の予約状況を表示するには、[ 予約状況の確認 ] を
クリックします。

ステップ 11 [ 招待者の追加 ] フィールドにユーザ名または電子メール アドレスの一部または全部を入力し
て、[ 招待者 ] セクションに招待するプロファイルとゲスト ユーザを入力します。このフィー
ルドに文字を入力すると、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを備えたユーザのアドレス
帳から、Cisco Unified MeetingPlace が一致すると思われるユーザ名を選んで表示します。シス
テムが提示したこのリストから、プロファイルを選択します。

注 アドレス帳からプロファイルを選択しないと、そのユーザはゲストとして招待されま
す。

ステップ 12 ユーザ名を入力してから、[ 追加 ] をクリックして [ 招待者 ] テーブルにユーザを追加します。

ステップ 13 [ 招待者 ] テーブルが空の場合は、この招待者の電子メール アドレスを入力し、このユーザに
対する会議のアクセス権を選択します。ユーザごとに電子メール アドレスを入力し、この会議
に主催者としてのアクセス権を備えたユーザを少なくとも 1 人は設定してください。

ステップ 14 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。
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ヒント

 • オーディオ会議と Web 会議を予約せずにビデオ会議をスケジュールすると、Web 会議コン
ソールを使用して会議に参加できますが、電話ダイヤルイン番号は表示されなくなります。
参加者はビデオ ダイヤルイン番号から参加するか、Cisco Unified MeetingPlace でエンドポ
イントまたはビデオ端末にダイヤルアウトして参加する必要があります。

 • ビデオ機能を使用した会議を再スケジュールする方法は、Cisco Unified MeetingPlace オー
ディオ会議と Web 会議を再スケジュールする方法と同じです。

 • 会議をスケジュールする時点では、招待するビデオ端末に会議コンソールと音声アクセス
権を指定できませんが、端末が会議に参加した後、会議主催者は [ 参加者リスト ] ツールの 
[ 権限の変更 ] アイコンでアクセス権を変更できます。

会議室専用会議のスケジュール

ビデオ端末 を備えた会議室を 1 つ以上予約する場合、または Cisco Unified MeetingPlace 会議に
専用ポートを備えていないビデオ端末を 1 つ以上予約する場合（ある場所からある場所へポイ
ントツーポイント ビデオ コールを設定するが、追加の会議参加者にはポートが必要ない場合
など）、ビデオ スケジュール機能を持ったユーザであれば会議室専用会議をスケジュールでき
ます。これによって、会議の間はそのビデオ端末が使用できないことがわかるため、会議をス
ケジュールする他のユーザが、その会議室が使用中かどうかわかるようになります。

会議室専用会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。[ 新しい会議 ] ページが
表示されます。

ステップ 3 [ 会議のカテゴリ ] リストから、会議のカテゴリを選択します。ここで選択する会議カテゴリに
よって、会議に招待できるビデオ端末が制御されることがあります。

ステップ 4 [ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェックボックスがオンになっている場合は、オフにし
ます。

ステップ 5 [ ビデオ会議の予約 ] をオンにして、ビデオ会議パラメータを設定します。

ステップ 6 会議のビデオ端末を予約します。

a. [ ディレクトリ検索 ] フィールドに、検索文字列にビデオ端末名の一部または全部を入力し
てから虫めがねをクリックし、会議に招待できるビデオ端末リストを更新します。該当す
る端末をすべて表示するには、検索文字列を空欄にします。

注 検索結果は、ステップ 3 で選択しておいた会議のカテゴリに応じて変わります。

b. 会議に 1 つ以上のビデオ端末を招待するには、ディレクトリ リストから端末を選択して [ 追
加 ] をクリックします。

c. 招待したビデオ端末を 1 つ以上削除するには、招待した端末リストから端末を選択して [ 削
除 ] をクリックします。

d. （オプション）会議当日に招待した端末の予約状況を表示するには、[ 予約状況の確認 ] を
クリックします。

ステップ 7 [ 会議のオプション ] をクリックします。

ステップ 8 [ ビデオ会議オプション ] セクションまでスクロールします。
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ステップ 9 [ サービス コード ] リストから、[Non Video Conference] または [Point to Point] のいずれかを選
択します。

ステップ 10 スケジュール ページに戻るには、[ 送信 ] をクリックします。

ステップ 11 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。

定例会議のスケジューリング

多くの場合、会議は定期的に行われます。このため、システムではさまざまな定例会議をスケ
ジュールできます。

定例会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 新しい会議 ] ページで、会議 ID（独自の ID を指定する場合）、日付、時刻、会議の所要時間
などの、会議の詳細を入力します。詳細は、「スケジューリング パラメータ」のセクション

（P. 1-4）を参照してください。

ステップ 4 [ 定例 ] をクリックします。

ステップ 5 [ 頻度 ] セクションで、適切な開催パターンに設定します。

頻度 説明

1 回 繰り返し行われない会議です。

毎日 毎日同じ時刻に行われます。

隔週 2 週間ごとに、同じ曜日の同じ時刻に行われます。

毎週 毎週 1 回、同じ曜日の同じ時刻に行われます。

毎月の特定の日 毎月 1 回、特定の日にち（1 日、15 日、30 日など）に行われます。

毎月の特定の曜日 毎月 1 回、特定の曜日（第 1 月曜日など）に行われます。

注 23 日から 29 日までの日にちで会議をスケジュールすると、 後の
日（ 後の月曜日や第 4 月曜日など）で会議をスケジュールする
かどうかを指定できるオプションが提供されます。

平日 平日にだけ行われます。

継続 いつでも随時に行われます。終了日時はありません。

このフィールドを使用できるのは、システム管理者権限を持つユーザだ
けです。

注 ビデオ端末は継続会議には招待できません。招待したビデオ端末
で継続会議をスケジュールしようとすると、エラーが表示されま
す。ビデオ エンドポイントが継続会議に参加できるのは、まだ予
約されていないポートが使用できる場合のみです。
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ヒント 月例会議をスケジュールする場合、その会議が週末に当たらないようにするには、[ 毎
月の特定の曜日 ] を選択してください。そうすると、会議は毎月決まった曜日に開催さ
れます。[ 毎月の特定の日 ] を選択すると、土曜日や日曜日に当たってしまう可能性が
あります。

ステップ 6 [ 開催数 ] には、指定の開催パターンで何回この会議を開くかを入力します。たとえば、[ 毎週
] の会議を 5 回開催するように設定すると、5 週間にわたって、毎週 1 回会議が開かれます。

ステップ 7 スケジュールの競合が警告されるようにするには、[ 設定前に競合を報告 ] チェックボックスを
オンにします。その後、[ 完了 ] をクリックして [ 新しい会議 ] ページに戻ります。

ステップ 8 会議情報セクションに入力し、招待する参加者を指定します。

ステップ 9 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。

ヒント 定例会議の一部をスケジュールできなかった場合には、スケジュールできなかった会議を示す
プロンプトが表示されます。この場合は、スケジュールできなかった個別の会議をユーザが手
動でセットアップしてください。

即時会議のスケジューリングおよび参加

即時会議とは、臨時にスケジュールする即席の会議のことです。即時会議は、デフォルトの設
定を使用してスケジュールされます。ユーザは、スケジュールされるとすぐにその会議にアク
セスできます。

即時会議をスケジュールして参加するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、会議 ID を入力して [ 即時会議 ] をクリックします。会議コンソールが起
動し、すぐに会議が始まります。

ステップ 3 会議コンソールから会議の音声またはビデオ コンポーネントに参加するには、[ 参加者リスト ] 
ツールで、[ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックし、
次に [ 接続 ] をクリックして会議の音声またはビデオ コンポーネントに参加します。

ステップ 4 [ 接続 ] ダイアログボックスから、接続エンドポイントを選択します。必要な場合は、システム
へ接続できるように電話番号またはビデオ エンドポイントのアドレスを入力します。

ステップ 5 [ 接続 ] をクリックします。

オーディオ会議にアウトダイヤル権限がない場合は、自分の電話番号にダイヤルするオプショ
ンが表示されません。このような場合や、アウトダイヤルしようとしてエラーが表示された場
合は、会議コンソールまたは [ 接続 ] ウィンドウに表示されているダイヤルイン番号をダイヤ
ルして、会議の音声コンポーネントに参加します。

招待したビデオ端末または他のビデオ エンドポイントにアウトダイヤルできない場合は、招待
した端末のダイヤルイン番号にダイヤルするか、または会議通知や [ 会議の詳細 ] ページに表
示されているビデオ ダイヤルイン番号にダイヤルして、会議に参加します。
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ヒント デフォルト設定によっては、Web からスケジュールした即時会議では、ビデオ ポートは自動的
には予約されません。ビデオ ポートが予約されていなくても、使用可能なポートがビデオ 
MCU に残っていれば、ビデオ エンドポイントから会議への参加を試みることができます。

他のユーザの代理としての会議のスケジューリング

出席者権限またはシステム管理者権限を持つユーザは、他のユーザの代わりに会議をスケ
ジュールすることができます。システムのデフォルト設定には、会議のスケジュール担当者の
プロファイルが使用されますが、課金情報はスケジュール担当者が会議のスケジュールを代行
したユーザに関連付けられます。

アクティブでないユーザの代わりに会議をスケジュールすることはできません。

他のユーザの代理として会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 次のユーザの代理 ] に、自分が代行している人の Cisco Unified MeetingPlace ユーザ ID を入力
します。

ステップ 4 会議 ID（独自の ID を指定する場合）、日付、時刻、会議の所要時間、発信者の数などの、会議
の詳細を入力します。

ステップ 5 会議情報セクションに入力し、招待する参加者を指定します。

ステップ 6 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。

この会議のオーナーは、自分が代行している人のままになります。自分が代行して会議をスケ
ジュールした人の代わりに、Cisco Unified MeetingPlace システムからユーザに会議通知が送信
されます。

マルチサーバ会議のスケジューリング

マルチサーバ会議を利用すると、ユーザは異なる Cisco Unified MeetingPlace Audio Server から同
じ会議に参加できます。マルチサーバ会議をスケジュールするときには、1 つの Audio Server 
を、すべてのセカンダリ Audio Server への接続を管轄するプライマリ サーバとして指定します。

マルチサーバ会議をスケジュールする前に、次の点に留意してください。

 • マルチサーバ会議には Web サーバは含まれません。したがって、会議の Web Conferencing
コンポーネントは、プライマリ Audio Server に関連付けられている Web Conferencing サー
バでスケジュールされます。

 • マルチサーバ会議のビデオには、複数サイトは含まれません。参加者は他のサイトにいる
ビデオ発信者の音声は常に聞こえますが、表示することはできません。

 • マルチサーバ会議をスケジュールするためには、Cisco Unified MeetingPlace のプロファイ
ルを持っており、システム管理者からアクセス権を付与されていることが必要です。
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マルチサーバ会議をスケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 会議 ID（独自の ID を指定する場合）、日付、時刻、会議の所要時間などの、会議の詳細を入力
します。

ステップ 4 マルチサーバ会議を定例会議にする場合は、次の手順を行います。

a. [ 定例 ] をクリックします。

b. 開催パターンを選択し、[ 完了 ] をクリックします。

ステップ 5 [ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェックボックスをオンにして、オーディオ会議と Web 
会議パラメータを設定します（ビデオのスケジュール作成機能が搭載されていない場合は、
チェックボックスの代わりに見出しが表示され、オーディオ パラメータと Web パラメータが
デフォルトで表示されます）。

ステップ 6 会議パラメータと Web パラメータを設定して、[ マルチサーバ ] チェックボックスをオンにし
ます。詳細は、「スケジューリング パラメータ」のセクション（P. 1-4）の表 1-2 を参照してく
ださい。

ステップ 7 会議情報セクションに入力し、招待する参加者を指定します。

ステップ 8 プライマリ Audio Server で会議をスケジュールする場合は、[ スケジュール ] をクリックしま
す。[ スケジュールされた会議 ] 確認ページが表示されます。

ステップ 9 [ セカンダリサーバ ] をクリックします。[ 招待されたサーバ ] ページが表示されます。

ステップ 10 次の手順を行って、セカンダリ サーバを会議に追加します。

a. [ 追加 ] カラムで、追加するサーバの横にあるチェックボックスをオンにします。

b. [ 音声発信者の数 ] カラムに、予約するポートの数を入力します。

ステップ 11 [ 選択されたサーバの追加 ] をクリックします。[ 招待されたサーバ ] ページが表示され、会議
にスケジュールされたサーバのアップデートされたリストが示されます。

内部サーバから外部サーバへの会議の拡張

内部 Web サーバでは、参加が組織のファイアウォール内のユーザに制限されます。内部 Web 
サーバで会議をスケジュールした場合にファイアウォールの外側のユーザにもその会議を公開
する場合、その会議の進行中に内部 Web サーバから外部 Web サーバに会議を拡張します。会
議が拡張されると、現在参加しているユーザはすべて会議室から削除されます。参加者が外部
サーバに接続するには、[ 会議の詳細 ] ページから会議に再び参加しなくてはなりません。会
議に新しく参加するユーザは、外部サーバに自動的に転送されます。

操作を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認します。

 • 会議が、内部アクセスと外部アクセスの両方が可能である Web サーバの内部アクセスとし
てスケジュールされている。

 • この機能を有効にする適切な権限を持っている。会議のスケジュール担当者かスケジュー
ル担当者の連絡先である、またはシステム管理者権限を有している必要があります。

 • 会議が現在進行中である。
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注意 会議を拡張すると、拡張を実行する前に内部サーバで開始した Web の記録や投票は失われます。

注 会議を拡張する前に、現在の会議の参加者に、Web 会議コンソールから削除されるため会議に
再び参加する必要があることを警告する必要があります。

内部サーバから外部サーバへ会議を拡張するには

ステップ 1 [ 現在の会議 ] ページの [ 外部 Web 参加者を許可 ] パラメータで [ はい ] をクリックします。

ステップ 2 [ 更新 ] をクリックします。内部 Web サーバの会議が終了して会議コンソールが閉じます。内
部サーバから参加していた参加者には、会議室を退室するかどうかを尋ねるメッセージが表示
されます。

ステップ 3 外部 Web サーバの会議に再び参加するには、[ 参加 ] をクリックします。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing でのゲスト アクセス
の許可設定

会議のスケジュール担当者は、次の設定が行えます。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing でゲスト アクセスの許可を設定するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 新しい会議 ] ページで [ その他のオプション ] をクリックし、次のパラメータを設定します。

これらのパラメータを使用してスケジュールされた会議は、公開された会議としてスケジュー
ルされます。つまり、アクセスの制限がない会議としてスケジュールされます。

会議の再スケジュール

スケジュールした会議の時刻や日付などの詳細は、簡単に変更できます。会議をアップデート
すると、アップデートの通知が招待者に送られます。

会議を再スケジュールできるのは、会議のスケジュール担当者、その連絡先、およびシステム
管理者権限を持っているユーザだけです。

パラメータ 設定

参加者の資格 全員

MeetingNotes にアクセスできるユーザ 全員
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会議を再スケジュールするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、再スケジュールする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリッ
クします。

ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで、[ 将来 ] をクリックし、検索対象の期間を入力してから [ 検索 ] をク
リックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 将来の会議 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 将来の会議 ] ページでフィールドを変更して、会議を再スケジュールします。

ステップ 6 （オプション）定例会議の場合は、[ 定例 ] をクリックして、[ 今回開催の会議のみ ] または [ 今
回および将来の一連のすべての定例会議 ] にスケジュールの変更を適用してから、[ 完了 ] をク
リックします。

ステップ 7 完了したら、[ 更新 ] をクリックします。アップデートされた会議情報が示された新しい確認
ページが表示されます。

ヒント

 • ビデオ会議の会議カテゴリを変更してしまうと、会議に招待できるビデオ端末リストが制
御されることがあります。以前に招待した端末がリストから削除される場合があります。

 • システムの展開でビデオ会議がサポートされており、プロファイルにビデオ会議のスケ
ジュール機能が備わっている場合は、[ ビデオ会議の予約 ] チェックボックスをオンにすれ
ば、オーディオ会議と Web 会議を再スケジュールするときにビデオを追加できます。また
は、[ オーディオ会議と Web 会議の予約 ] チェックボックスをオンにすれば、オーディオ
会議と Web 会議をビデオ専用会議に追加できます。

 • ビデオ発信者の会議を再スケジュールしても [ ビデオ会議の予約 ] チェックボックスをオフ
にすると、ビデオ会議がキャンセルされ、以前招待していたビデオ端末の会議予約がすべ
て解除されます。

 • 招待したビデオ端末をスケジュール済み会議から削除すると、[ 更新 ] をクリックして会議
を再スケジュールしない限り、端末のステータス（招待した端末リストの端末名の後ろに
表示されます）が [OK] から [ 削除対象 ] に変わります。

マルチサーバ会議のアップデート

マルチサーバ会議をスケジュールした後でも、セカンダリ サーバの追加または削除、招待者の
追加などのアップデートを行うことができます。

会議の日付、時刻、または所要時間は変更できません。これらの情報を変更する必要がある場
合は、この会議を削除し、アップデートした情報を使用して新しいマルチサーバ会議をスケ
ジュールします。

マルチサーバ会議をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、更新する会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックします。
[ 会議の検索 ] ページが表示されます。

これはマルチサーバ会議なので、同じ会議 ID を持つ複数のサーバが表示されます。
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ステップ 3 [ 会議 ID] カラムで、プライマリ サーバでスケジュールされている会議のリンクをクリックし
ます。

注 プライマリ サーバは、（プライマリ）（ローカル）で識別されます。

ステップ 4 セカンダリ サーバを追加または削除するには、次の手順を行います。

a. ページの [ オプション ] セクションで、[ セカンダリ サーバ ] アイコンをクリックします。
[ 招待されたサーバ ] ページが表示されます。

b. セカンダリ サーバを追加するには、サーバ名の横にある [ 追加 ] チェックボックスをオン
にし、予約するポートの数を入力して、[ 選択されたサーバの追加 ] をクリックします。

c. セカンダリ サーバを削除するには、ページの [ 表示 ] セクションでサーバを検索し、[ 削除 ] 
をクリックします。

d. [ 会議の詳細 ] をクリックして、[ 会議の情報 ] ページに戻ります。

ステップ 5 （オプション）会議に対して追加の変更を行い、[ 更新 ] をクリックします。

会議の削除

会議を削除できるのは、会議のスケジュール担当者、その連絡先、およびシステム管理者だけ
です。会議を削除すると、会議のキャンセル通知が招待者に送られます。

会議を削除するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、削除する会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで、[ 将来 ] をクリックし、検索対象の期間を入力してから [ 検索 ] をク
リックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 将来の会議 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 将来の会議 ] ページで、[ 会議の削除 ] をクリックします。確認を求められたら、[OK] をク
リックします。

ステップ 6 定例会議を削除する場合は、[ 以降の会議をすべて削除 ] または [ 選択した会議のみを削除 ] を
選択します。

マルチサーバ会議の削除

スケジュールされた会議をキャンセルするためには、マルチサーバ会議からすべてのセカンダ
リ サーバを削除する必要があります。

マルチサーバ会議を削除するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。
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ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、アップデートする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリック
します。[ 会議の検索 ] ページが表示されます。

これはマルチサーバ会議なので、同じ会議 ID を持つ複数のサーバが表示されます。

ステップ 3 [ 会議 ID] カラムで、プライマリ サーバでスケジュールされている会議のリンクをクリックし
ます。

注 プライマリ サーバは、（プライマリ）（ローカル）で識別されます。

ステップ 4 次のように、すべてのセカンダリ サーバを削除します。

a. [ 会議の情報 ] ページの [ オプション ] セクションで、[ セカンダリ サーバ ] アイコンをク
リックします。[ 招待されたサーバ ] ページが表示されます。

b. ページの [ 表示 ] セクションで、すべてのセカンダリ サーバに対して [ 削除 ] をクリックし
ます。

c. [ 会議の詳細 ] をクリックして、[ 会議の情報 ] ページに戻ります。

d. [ 会議の削除 ] タブをクリックします。

会議のコピー

作成しようと思っている会議に似たプロパティを持っている会議をすでにスケジュール済みの
場合には、[ 会議のコピー ] ボタンを使用して、同一の会議を別の日時にスケジュールできま
す。コピー元の会議に添付があっても、それらはコピーされません。コピーされた新しい会議
のための資料は、スケジュール作業を行う中で再添付するか再作成する必要があります。

注 会議室のレイアウト、投票、共有ファイルの設定をそのまま残すには、会議のコピーではなく
会議テンプレートを使用してください。

会議をコピーするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、コピーする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックします
（コピーできるのは、自分がスケジュールした会議だけです）。

ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで、[ 将来 ] をクリックし、検索対象の期間を入力してから [ 検索 ] をク
リックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 将来の会議 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 将来の会議 ] ページで、[ 会議のコピー ] をクリックします。コピーされた会議情報が示され
た [ 新しい会議 ] ページが表示されます。

ステップ 6 新しい会議の日時を指定します。

ステップ 7 必要に応じてドキュメントを添付し、変更の必要がある場合は招待者のリストを確認します。

ステップ 8 完了したら、[ スケジュール ] をクリックします。
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予約不要の会議について
予約不要の会議とは、会議 ID が事前に割り当てられており、ユーザが前もってリソースをス
ケジュールする必要がない会議のことです。予約不要の会議の会議 ID は、スケジュール担当
者のプロファイル番号と同一になります。ゲストは、スケジュール担当者がサインインして会
議を開始するまで、待合室に入ります。待合室にいるゲストは、互いに会話したり、ビデオの
ディスプレイで互いの顔を見たりすることはできません。

予約不要の会議には、ビデオ ポートが自動的に予約されません。ただし、使用可能なポートが 
MCU に残っていれば、ビデオ エンドポイントから会議への参加を試みることができます。

表 1-4 は、予約不要の会議で使用するパラメータ設定を示しています。

このセクションには次の情報が含まれます。

予約不要の会議の開始（P.1-20）

（「予約不要の会議への参加」のセクション（P. 1-32）も参照）

予約不要の会議の開始

操作を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認します。

 • 予約不要の会議を開始するためには、Cisco Unified MeetingPlace Audio Server を予約不要
モードに設定する必要があります。

 • ユーザ プロファイルを「予約不要の使用」に設定する必要があります。

表 1-4 予約不要の会議のパラメータ設定 

パラメータ 設定

会議テンプレート システム管理者が会議のオーナーのユーザ プロファイルに設定し
た設定に応じて、次の 2 種類があります。

 • コラボレーション。会議のオーナーのユーザ プロファイルがフ
ル会議コンソールを許可する場合。

 • 参加者のみ（参加者リストとオーディオおよびビデオ コント
ロール）。会議のオーナーのユーザ プロファイルがフル会議コ
ンソールを許可していない場合。

パスワードが必要 いいえ。ユーザがパスワードを入力しても、無視されます（この会
議のパスワードが保存されている場合でも）。

参加者の資格 全員

MeetingNotes にアクセ
スできるユーザ

全員

通知の有効化 いいえ

会議が変更 
された場合に送信

いいえ

会議の存在を公開 システム管理者が会議のオーナーのユーザ プロファイルに設定し
た設定に応じて、次の 2 種類があります。

外部 Web  
参加者を許可

システム管理者が会議のオーナーのユーザ プロファイルに設定し
た設定に応じて、次の 2 種類があります。
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詳細は、システム管理者に問い合せてください。

注 ビデオ端末は、予約不要の会議に参加できますが、開始することはできません。

予約不要の会議を開始するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 会議を開始するには、[ 会議 ID] にプロファイル番号を入力して、[ 会議に参加 ] をクリックし
ます。

または

会議 ID を入力せずに、[ 即時会議 ] をクリックします。

注 [ 即時会議 ] をクリックする前に別のユーザのプロファイル番号を入力すると、エラー
が表示されます。

会議コンソールが起動し、すぐに会議が始まります。現在待合室にいるゲストが、会議に呼び
込まれます。

会議への招待について
スケジュール作業の中で、プロファイル ユーザ、チーム、およびゲスト ユーザを会議に招待
できます。会議の日時、電話場号、会議に参加するために必要な会議 ID を知らせる通知が、
すべての招待者に送られます。

このセクションには次の情報が含まれます。

プロファイル ユーザまたはゲストの招待（P.1-21）

プロファイル ユーザまたはゲストの招待

プロファイル ユーザまたはゲストを招待するには

ステップ 1 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。[ 新しい会議 ] ページが
表示されます。

ステップ 2 [ 招待者の追加 ] フィールドにユーザ名または電子メール アドレスの一部または全部を入力し
て、[ 招待者 ] セクションに招待するプロファイルとゲスト ユーザを入力します。文字を入力
すると、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを備えたユーザのアドレス帳から、Cisco 
Unified MeetingPlace が一致すると思われるユーザ名を選んで表示します。システムが提示した
このリストから、プロファイルを選択します。

注 アドレス帳からプロファイルを選択しないと、そのユーザはゲストとして招待されます。

ステップ 3 ユーザ名を入力してから、[ 追加 ] をクリックして [ 招待者 ] テーブルにユーザを追加します。
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ステップ 4 [ 招待者 ] テーブルが空の場合は、招待者の電子メール アドレスを入力します。ユーザごとに
電子メール アドレスを入力してください。

ステップ 5 （オプション）[ 招待者 ] テーブルでは、必要に応じてこのユーザに対する会議のアクセス権を
選択してください。この会議に主催者としてのアクセス権を備えたユーザを少なくとも 1 人は
設定してください。

ステップ 6 会議をスケジュールするには、[ スケジュール ] をクリックします。

添付と記録について
[ 添付 / 記録 ] ページでは、会議に添付された記録、ドキュメント、またはコメントを確認でき
ます。ドキュメント、プレゼンテーション、または会議コメントを会議に添付すると、ユーザ
は会議前、会議中、または会議後にその添付を参照できます。

会議がスケジュールされると、招待者は電子メール通知で添付を受け取ります。それらの添付
は、参加者が会議中に Web または会議コンソールからアクセスできるように、システムにも保
存されます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議のスケジュールのページからの会議への添付の追加（P.1-22）

 • 会議コメントの記録（P.1-23）

 • 会議のスケジュールのページからの添付へのアクセス（P.1-23）

 • 会議コンソールからの添付へのアクセス（P.1-24）

 • 記録の取得（P.1-24）

会議のスケジュールのページからの会議への添付の追加

1 つの会議には、会議のスケジュールのページから 大 30 の添付を追加できます。この数はプ
ロファイルごとに設定でき、システム構成によって異なります。

会議の各プレゼンテーションには、 大 256 のスライドを追加できます。各添付ファイルのサ
イズは、 大 20 MB とします。

会議コメントを記録するためには、会議をスケジュールしておく必要があります。

スケジュールのページから会議に添付を追加するには

ステップ 1 スケジューリングを行う際に、[ 添付 / 記録 ] アイコンをクリックして、[ 添付の追加 ] をク
リックします。

ステップ 2 次のように、適用可能なアイテムを添付します。

 • ドキュメントまたはプレゼンテーションを添付するには、[ ファイルの添付 ] を選択し、[ 参
照 ] をクリックして、送信するドキュメントまたはプレゼンテーションを選択します。

 • 事前に記録された会議コメントを添付するには、[ 会議のコメント ] を選択し、[ 参照 ] を
クリックして、送信する会議コメントを選択します。

ステップ 3 [ 添付の追加 ] をクリックします。ファイルの添付には数秒かかります。

ステップ 4 添付の追加を終了するには、[OK] をクリックします。
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添付と記録について
ステップ 5 会議のスケジュールを終了するには、[ スケジュール ] または [ 更新 ] をクリックします。

会議コメントの記録

会議コメントとは、ドキュメントと同様に添付可能な音声です。会議コメントは、会議前、会
議中、または会議後に追加でき、意見やアイディアを記録しておくことができます。ただし、
Web から会議コメントを記録するためには、事前に会議がスケジュールされている必要があり
ます。

会議コメントを記録すると、音声ファイルが会議に関連付けられ、ユーザは Web または電話を
通じてその音声ファイルにアクセスできます。

会議コメントを記録するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、アクセスする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックし
ます。

ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで会議が見つからない場合は、目的に合わせて [ 過去 ] または [ 将来 ] を
クリックして検索対象の期間を入力してから [ 検索 ] をクリックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 会議の情報 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 会議の情報 ] ページで、[ 添付 / 記録 ] アイコンをクリックして、[ 会議のコメント ] セクショ
ンに移動します。

ステップ 6 電話を通じて会議コメントまたはメッセージを記録するには、[ システムから呼出 ] をクリック
します。

ステップ 7 電話番号を確認して、[OK] をクリックします。アウトダイヤル権限がある場合は、システムか
らこの番号にコールが発信されます。

ステップ 8 MeetingNotes にアクセスするには、電話に応答して、「1」を押します。

ステップ 9 会議コメントを記録するには、「5」を押します。

ステップ 10 案内に従って会議コメントを記録します。このコメントは、他のユーザがアクセスできるよう
に Web へ転送されます。

会議のスケジュールのページからの添付へのアクセス

会議のスケジュールのページからは、将来または過去の会議の添付にアクセスできます。

注 システム管理者が設定した時間が経過すると、会議および会議に関連付けられた添付や記録は
システムから消去されます。

会議のスケジュールのページから添付にアクセスするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。
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添付と記録について
ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、アクセスする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックし
ます。

ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで、目的に合わせて [ 過去 ] または [ 将来 ] をクリックして検索対象の期
間を入力してから [ 検索 ] をクリックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 会議の情報 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 会議の情報 ] ページで、[ 添付 / 記録 ] アイコンをクリックします。

ステップ 6 [ 添付 / 記録 ] ページで、アクセスする添付ファイルをクリックします。

ステップ 7 [ 会議の情報 ] ページへ戻るには、[OK] をクリックします。

会議コンソールからの添付へのアクセス

会議コンソールから添付にアクセスするには、会議の主催者またはプレゼンタが会議コンソー
ルの [ ファイルの共有 ] ツールに添付をアップロードする必要があります。こうすれば、ユー
ザがコンピュータに添付をダウンロードして、表示できるようになります。

会議コンソールから添付にアクセスするには

ステップ 1 [ ファイルの共有 ] ツールで、ダウンロードするファイルを選択します。

ステップ 2 [ マイコンピュータに保存 ] をクリックします。[ マイコンピュータに保存 ] ダイアログボック
スを持つブラウザ ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [ クリックしてダウンロード ] ボタンをクリックします。

ステップ 4 目的の場所に移動します。

ステップ 5 [ 保存 ] をクリックします。

記録の取得

会議の主催者は、会議の記録を作成するよう選択できます。オーディオ会議のみ、Web 会議の
み、およびオーディオ会議と Web 会議の両方もすべて記録できます。会議中の参加者の映像は
記録されません。

会議の記録は、会議後に取得できます。Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing サーバの
処理負荷によっては、記録が表示されるまでに多少時間がかかることがあります。

オーディオ会議と Web 会議については、音声のみの記録と Flash 記録（デスクトップから 
Adobe Flash Player で再生可能）の 2 種類の記録が作成されます。Flash 記録は、会議中の音声
と会議コンソールの再生の同期を図ります。Flash 記録は、会議の Web 会議部分が始まると開
始されます。これ以前に記録された音声はすべて、音声のみの記録で使用できます。

記録を取得するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、アクセスする会議の会議 ID を入力して、[ 会議の検索 ] をクリックし
ます。
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会議テンプレートについて
ステップ 3 [ 会議の検索 ] ページで、[ 過去 ] をクリックし、検索対象の期間を入力してから [ 検索 ] をク
リックします。

ステップ 4 検索結果から、目的の会議の会議 ID をクリックして [ 過去の会議 ] ページを開きます。

ステップ 5 [ 過去の会議 ] ページで、[ 添付 / 記録 ] アイコンをクリックします。

ステップ 6 [ 添付 / 記録 ] ページで、アクセスする記録ファイルをクリックします。

ステップ 7 電話を通じて記録を聞けるようにシステムからコールを発信させるには、[ システムから呼出 ] 
をクリックします。

ステップ 8 [ 会議の情報 ] ページへ戻るには、[OK] をクリックします。

会議テンプレートについて
会議テンプレートを使用すると、会議室の形式の指定、添付の追加、投票の作成、その他会議
パラメータの設定などを実行でき、このテンプレートを使用することで、会議を作成するたび
にこれらの設定を適用できるようになります。会議を作成する時点で選択する会議テンプレー
トによって、デフォルトのアクセス権も指定されるため、会議の招待者は会議に追加されたと
おりに割り当てられます（このアクセス権は、招待者を追加するときに変更できます）。

Cisco Unified MeetingPlace には、各種会議スタイルに合わせて事前定義されたテンプレートが 
3 つ用意されています。適切なアクセス権を持つユーザは、これらのテンプレートのうちいず
れかを選択するか、カスタム テンプレートを作成できます。事前定義されているテンプレート
は、次のとおりです。

 • コラボレーション：デフォルトですべての参加者がプレゼンタの会議コンソールアクセス
権を持つオープン フォーラム形式の会議。

 • プレゼンテーション：1 人または複数の参加者が 1 人または複数の参加者で構成されるア
クティブな聴衆者に向けてプレゼンテーションを行う会議。

 • ウェブセミナ：1 人の参加者が主催者を務め、1 人または複数のプレゼンタが存在し、残り
の参加者が受動的な聴衆者となる、講義形式の会議。この種の会議にはデフォルトで、参
加者にリスナー音声アクセス権（音声がオフに設定されている）が与えられます。

Cisco Unified MeetingPlace にサインインしたときに [ マイテンプレート ] リンクが表示された場
合は、フル会議コンソール アクセス権がプロファイルに与えられてるため、会議をスケジュー
ルするときに、事前定義されたテンプレートを使用することも、新規にテンプレートを作成す
ることもできます。[ マイテンプレート ] リンクが表示されない場合は、プロファイルのアク
セス権が制限されているため、作成しようとする会議の会議コンソールには、その会議の参加
者リストと関連する音声およびビデオ コントロールしか表示されません。会議をスケジュール
するときに、[ コラボレーション ] テンプレートまたは [ ウェブセミナ ] テンプレートのいずれ
かを選択できますが、選択したテンプレートによって変更できるのは、参加者の音声アクセス
権だけとなります。

Web の記録 音声と Web が同期された記録（または、音声なしの会議の場合は、Web 
のみの記録）。デスクトップに Adobe Flash Player が開いて、記録を再生
できます。

会議の記録 音声のみの記録。これらの記録を再生するには、適切なメディア プレー
ヤー（Windows Media Player など）がインストールされている必要があ
ります。
1-25
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing リリース 6.x ユーザ ガイド        

OL-12902-01-J



第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ       

会議テンプレートについて
このセクションには次の情報が含まれます。

 • テンプレートに保存できる情報（P.1-26）

 • テンプレートの作成（P.1-26）

 • テンプレートの修正（P.1-27）

 • 過去の会議をテンプレートとして保存（P.1-27）

テンプレートに保存できる情報

テンプレートに変換された会議室は、元の会議室をコピーしたものです。レイアウト、ツー
ル、その他ほとんどのコンテンツと会議室情報は、以下のものも含めてテンプレートに保存
されます。

 • レイアウト。レイアウト名、レイアウト順序、（レイアウトに選択されている）開始ステー
タスなど。

 • ツール。ツール名、ツールのサイズ、ツールの位置、全画面表示にする設定など。

 • ツールのコンテンツ。

 • ホワイトボードのオーバーレイ コンテンツ。

 • 投票の状態（準備、開く、閉じる）、質問、回答、および公開された投票結果。

 • 質問と回答、[ チャット ] ツールのリンク、ステータス（未回答、回答済み、すべて） 。

 • [ ノート ] ツールのテキスト。

 • 会議が保留または終了したときにユーザに表示されるメッセージ。

 • 会議室の背景、スクリーン解像度、および帯域幅。

 • プレゼンタ限定領域のステータス。

中には、テンプレートに保存されない情報もあります。オーディオ会議の設定と [ チャット ] 
ツールのコンテンツは、テンプレートに保存されません。

テンプレートの作成

ユーザ プロファイルにフル会議コンソール アクセス権が設定されている場合は、[ マイテンプ
レート ] リンクからテンプレートの作成と編集を実行できます。

テンプレートを作成するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ マイテンプレート ] をクリックします。

ステップ 3 [ テンプレート名 ] フィールドに、テンプレート名を入力します。

ステップ 4 [ 元とするテンプレート ] に、事前定義された会議テンプレートのうちいずれか（コラボレー
ション、プレゼンテーション、またはウェブセミナ）をクリックします。レイアウトは後から
変更できますが、 初の会議室のレイアウトはこのテンプレートを元に作成されます。

ステップ 5 [ テンプレートの作成 ] をクリックします。会議コンソールが主催者画面で開きます。ここか
ら、レイアウトの変更、共有ファイルの添付、その他このテンプレートを元とする会議に適用
するデフォルトの設定が行えます。
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[ 会議の検索 ] タブについて 
ステップ 6 （オプション）他の種類の参加者のために会議室のレイアウトを確認または変更するには、会議
コンソールの [ 表示 ] メニューから [ プレゼンタ画面 ] または [ 聴衆者画面 ] をクリックします。

ステップ 7 変更したら、会議コンソール ウィンドウを閉じます。変更内容が自動的に保存されます。

テンプレートの修正

ユーザ プロファイルにフル会議コンソール アクセス権が設定されている場合は、[ マイテンプ
レート ] リンクからテンプレート名の変更とテンプレート設定の編集が行えます。

テンプレートを修正するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ マイテンプレート ] をクリックします。

ステップ 3 テンプレート名を変更するには、テンプレート名をクリックして、新しい名前を入力してから 
[OK] をクリックします。

ステップ 4 会議室のレイアウトまたはその他の設定を修正するには、さらに次の手順を行います。

a. [ マイテンプレート ] テーブルの [ 編集 ] カラムにある鉛筆アイコンをクリックします。会
議コンソールが主催者画面で開きます。

b. 主催者画面に、目的の変更内容を加えます。他の種類の参加者のために会議室のレイアウ
トを変更するには、会議コンソールの [ 表示 ] メニューから [ プレゼンタ画面 ] または [ 聴
衆者画面 ] をクリックします。

c. 変更したら、会議コンソール ウィンドウを閉じます。変更内容が自動的に保存されます。

過去の会議をテンプレートとして保存

ユーザ プロファイルにフル会議コンソール アクセス権が付与されている場合は、会議終了後
に会議をテンプレートとして保存できます。

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、アクセスする会議の会議 ID を入力して、[ 会議に参加 ] をクリックしま
す。[ 過去の会議 ] ページが表示されます。

ステップ 3 [ テンプレートとして保存 ] セクションで、この新しいテンプレートに名前を付けて、[ 会議を
テンプレートとして保存 ] をクリックします。

[ 会議の検索 ] タブについて
[ 会議の検索 ] 機能では、さまざまなパラメータに基づき、検索エンジンを使用して会議が検
索されます。
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[ 会議の検索 ] タブについて
このセクションには次の情報が含まれます。

 • [ 会議の検索 ] のパラメータ（P.1-28）

 • 会議の検索（P.1-28）

[ 会議の検索 ] のパラメータ

表 1-5 は、Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing で会議の検索に使用するパラメータを示
しています。

会議の検索

この機能は、システム管理者によって、プロファイル ユーザのみに制限されている場合があり
ます。その場合、ゲスト ユーザは会議を検索することができません。

会議を検索するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing ホームページで、[ 会議の検索 ] をクリックします。
まだサインインしていない場合は、[ 会議の検索 ] のサインイン ページが表示されます。

ステップ 2 所定のフィールドに Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワード、またはゲスト名を入
力します。

ステップ 3 特定の会議を検索するには、会議 ID を入力して [ 検索 ] をクリックします。

表 1-5 [ 会議の検索 ] のパラメータ 

パラメータ 説明

検索するサイト 検索対象を特定のサイトに限定するには、リストからサイトを選択します。検索結果は、そ
のサイトだけに限定されます。

会議 ID 検索する会議の ID を入力します。検索エンジンには、数字 ID 形式（12345 など）と一般 ID 
形式（Sales など）が使用できます。

検索開始日 - 検索
終了日

検索エンジンは、デフォルトで今日の会議を検索します。過去または将来の会議を検索する
場合は、該当するオプションをクリックします。

会議のカテゴリ 会議のカテゴリ（すべての販売会議や緊急会議など）を検索するには、リストから該当するカ
テゴリを選択します。会議のカテゴリは、システム管理者によって事前に設定されています。

検索エンジンは、共有外部サーバ上でスケジュールされた会議を [ 会議のカテゴリ ] に基づい
て検索できません。共有外部サーバ上の会議を検索する場合は、代わりに [ 会議 ID] パラメー
タを使用します。

公開された会議の
表示

公開された会議のリストを表示するかどうかを指定するには、[ はい ] または [ いいえ ] を選
択します。

 • [ いいえ ] を選択した場合は、自分がスケジュール担当者または招待者になっている会議
のリストだけが表示されます。

 • [ はい ] を選択した場合は、すべての公開会議のリストが表示されます。

検索 指定した検索条件に基づいてデータベースを検索するには、[ 検索 ] をクリックします。
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会議への参加について
ステップ 4 [ 本日の会議 ] ページで、リストをスクロールして目的の会議を見つけます。各会議は、[ サイ
ト ]、[ 日時 ]、[ 件名 ]、および [ 会議 ID] に基づいて整理されています。

[ 会議の検索 ] 結果に目的の会議が表示されない場合は、その会議がプライベート会議としてス
ケジュールされている可能性があります。会議のスケジュール担当者に問い合せてください。

検索対象の会議が公開された会議であり、その会議が検索結果に含まれていない場合は、招待
されたユーザだけに表示が制限されている可能性があります。

ステップ 5 目的の会議の会議 ID をクリックして [ 会議の情報 ] ページを開きます。

ステップ 6 過去または将来の会議を参照するには、会議の検索パラメータを変更して、[ 検索 ] をクリック
します。

会議への参加について
Cisco Unified MeetingPlace ユーザは、ユーザ クラスとユーザ アクセス権に基づいて会議に参加
します。プロファイルを持つユーザまたはゲスト ユーザ、発言者またはリスナー、プレゼン
タ、参加者、聴衆者などのクラスがあります。

Cisco Unified MeetingPlace Web 会議に初めて参加する場合は、ブラウザテストを実行して、対
応ブラウザと対応オペレーティング システムが搭載されていることと、適切なセキュリティ設
定が行われていることを確認します（「ブラウザ テストの実行」のセクション（P. 1-1）を参照
してください）。

ヒント ビデオ エンドポイントを使用して会議に参加する場合は、Web 会議へ参加する前に、ビデオ 
エンドポイントを起動します。ビデオ画像がデスクトップ上の独立したウィンドウに表示され
ます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • Web 経由での会議への参加（P.1-30）

 • 参加リンクを使用した会議への参加（P.1-31）

 • ウェブセミナの会議に参加する場合のヒント（P.1-31）

 • マルチサーバ会議への参加（P.1-32）

 • 予約不要の会議への参加（P.1-32）

 • ゲスト ユーザとしての会議への参加（P.1-33）
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Web 経由での会議への参加

Web 経由で会議に参加するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のホーム ページで、参加する会議の会議 ID を入力
して、[ 会議に参加 ] をクリックします。

予約不要の会議に参加する場合、会議 ID は、会議のスケジュール担当者のプロファイル番号
と同じです。

特定のブラウザを使用して Cisco Unified MeetingPlace Web 会議に初めて参加する場合は、セ
キュリティ警告が表示される場合があります。今後このウィンドウを表示しないようにするに
は、[Cisco Systems, Inc. からの内容を常に信頼する ] チェックボックスをオンにして、[ はい ] 
をクリックします。

すでにサインインしている場合は、Web 会議へ参加するための会議コンソールへ直接移動しま
す。まだサインインしていない場合は、[ 会議に参加 ] の [ サインイン ] ページが表示されます。

ステップ 2 該当する場合は、[ 会議に参加 ] の [ サインイン ] ページで、Cisco Unified MeetingPlace のユー
ザ ID およびパスワード、またはゲスト名を入力して、[ 会議に参加 ] をクリックします。

ステップ 3 パスワードで保護されている会議の場合は、所定のフィールドにパスワードを入力して、[ 送
信 ] をクリックします。

ステップ 4 会議の音声またはビデオ コンポーネントに参加するには、会議コンソールの [ 参加者リスト ] 
ツールで、[ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックし、
次に [ 接続 ] をクリックします。

ステップ 5 [ 接続 ] ウィンドウで、接続エンドポイントを選択し、システムへ接続できるように電話番号ま
たはビデオ エンドポイントのアドレスを（デスクトップのビデオ エンドポイントまたは会議
室ベースのビデオ端末のいずれかに対して）入力します。

ステップ 6 [ 接続 ] をクリックします。

オーディオ会議にアウトダイヤル権限がない場合は、自分の電話番号にダイヤルするオプショ
ンが表示されません。このような場合や、アウトダイヤルしようとしてエラーが表示された場
合は、会議コンソールまたは [ 接続 ] ウィンドウに表示されているダイヤルイン番号をダイヤ
ルして、会議の音声コンポーネントに参加します。

招待したビデオ端末または他のビデオ エンドポイントにアウトダイヤルできない場合は、招待
した端末のダイヤルイン番号にダイヤルするか、または会議通知や [ 会議の詳細 ] ページに表
示されているビデオ ダイヤルイン番号にダイヤルして、会議に参加します。

ヒント

 • 会議 ID がわからない場合は、[ 会議の検索 ] をクリックして、日付を基準として会議を検
索します。ゲスト ユーザはこの機能を使用できない場合があります。使用できる場合に、
ゲストが会議を検索するためには、 初に登録を行う必要があります。

 • ゲスト ユーザとして会議を検索しても目的の会議が見つからない場合は、その会議がプラ
イベート会議としてスケジュールされている可能性があります。会議のスケジュール担当
者に連絡して、会議に参加できるよう依頼してください。

 • ログイン時に会議が進行していない場合は、エラー メッセージが表示されます。スケ
ジュールされた時刻になってから会議に参加してください。
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参加リンクを使用した会議への参加

ここで説明する手順は、参加リンクが添付された会議通知を受け取っていることを前提として
います。

このような会議通知を受け取っていない場合は、代わりに「Web 経由での会議への参加」のセ
クション（P. 1-30）を参照してください。

参加リンクを使用して会議に参加するには

ステップ 1 電子メール通知の下部にある参加リンクをクリックします。

特定のブラウザを使用して Cisco Unified MeetingPlace Web 会議に初めて参加する場合は、セ
キュリティ警告が表示されます。今後このウィンドウを表示しないようにするには、[Cisco 
Systems, Inc. からの内容を常に信頼する ] チェックボックスをオンにして、[ はい ] をクリック
します。

すでにサインインしている場合は、Web 会議へ参加するための会議コンソールへ直接移動しま
す。まだサインインしていない場合は、[ 会議に参加 ] の [ サインイン ] ページが表示されます。

ステップ 2 該当する場合は、[ 会議に参加 ] の [ サインイン ] ページで、Cisco Unified MeetingPlace のユー
ザ ID およびパスワード、またはゲスト名を入力して、[ 会議に参加 ] をクリックします。

ステップ 3 パスワードで保護されている会議の場合は、パスワードを入力して、[ 送信 ] をクリックします。

ステップ 4 会議の音声またはビデオ コンポーネントに参加するには、会議コンソールの [ 参加者リスト ] 
ツールで、[ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックし、
次に [ 接続 ] をクリックします。

ステップ 5 [ 接続 ] ウィンドウで、接続エンドポイントを選択します。必要な場合は、システムへ接続でき
るように電話番号またはビデオ エンドポイントのアドレスを入力します。

ステップ 6 [ 接続 ] をクリックします。

オーディオ会議にアウトダイヤル権限がない場合は、自分の電話番号にダイヤルするオプショ
ンが表示されません。このような場合や、アウトダイヤルしようとしてエラーが表示された場
合は、会議コンソールまたは [ 接続 ] ウィンドウに表示されているダイヤルイン番号をダイヤ
ルして、会議の音声コンポーネントに参加します。

招待したビデオ端末または他のビデオ エンドポイントにアウトダイヤルできない場合は、招待
した端末のダイヤルイン番号にダイヤルするか、または会議通知や [ 会議の詳細 ] ページに表
示されているビデオ ダイヤルイン番号にダイヤルして、会議に参加します。

ウェブセミナの会議に参加する場合のヒント

ウェブセミナの会議では、会議の主催者と指名された少数の参加者だけが発言でき、プレゼン
テーションを共有します。他のすべてのゲストおよびプロファイル ユーザの権限は制限されて
います（アクセス権の詳細は、「会議のアクセス権について」のセクション（P. 1-39）を参照
してください）。

 • ビデオ エンドポイントを使用してウェブセミナに参加する場合は、音声アクセス権が制限
されます。ウェブセミナの会議中に発言するには、システムから電話機にアウトダイヤル
させます。会議の主催者は、その参加者に対して会議中に発言する権限を付与できます。
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 • 主催者またはプレゼンタになっている場合は、必ずシステムから電話機にアウトダイヤル
させる必要があります。自分のビデオ エンドポイントを通じて参加している場合は、発言
することができません。

 • ビデオ エンドポイントと電話機の両方を通じて音声を転送する場合は、エコーを防ぐため
にビデオ エンドポイントをミュートします。

 • 発言者アクセス権が与えられている参加者の場合は、次のように会議室のステータスに応
じて、ウェブセミナで発言する権限が異なります。

 – 会議室が閉じられている場合は、ミュートされた状態になります。

 – 会議室が開かれている場合は、ミュートされていない状態になります。

 • 会議の主催者は、リスナー アクセス権が与えられている参加者に対して、会議中に発言す
る権限を付与できます。

 • 会議のスケジュール担当者がどのように会議をスケジュールしたかに応じて、会議の主催
者が参加して会議が開始されるまで、待合室で待機する場合があります。待合室にいる間
は他の参加者と会話できません。ビデオ エンドポイントを使用して参加している場合、待
合室にいる間はビデオの表示もブロックされます。

マルチサーバ会議への参加

マルチサーバ会議の Web 会議コンポーネントは、プライマリ サーバで行われます。このプラ
イマリ サーバの URL は、会議通知に含まれています。

会議通知を受け取っていない場合は、該当する Cisco Unified MeetingPlace Web のホーム ページ
で会議 ID を入力し、[ 会議に参加 ] をクリックして、会議に参加します。

予約不要の会議への参加

予約不要の会議を「開始」するには、ビデオ エンドポイントを使用できる会議の主催者が、
初に Web 経由で参加します。次に、[ 参加者リスト ] ツールで、[ 音声 / ビデオのオプション ] 
アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックし、[ 接続 ] をクリックして音声またはビデ
オ コンポーネントに接続します。 初にビデオ会議へ直接ダイヤルインした場合は、予約不要
の会議を開始できません。

開始する前に、次の点に留意してください。

 • 予約不要の会議では、会議 ID は、会議のスケジュール担当者のプロファイル番号と同じ
です。

 • 予約不要の会議では、事前にビデオ ポートをスケジュールしません。ビデオ エンドポイン
トから予約不要の会議に参加する場合は、使用可能なビデオ ポートがある場合だけ参加が
許可されます。

予約不要の会議に参加するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing ホーム ページで、会議 ID を入力し、[ 会議に参加 ] 
をクリックします。[ サインイン ] ページが表示されます。
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ステップ 2 プロファイルを持つユーザまたはゲストとしてサインインします。

会議 ID が既知のプロファイル番号と一致した場合は、会議の主催者が到着して会議を開始す
るまで、待合室で待機します。

会議の主催者がすでに到着している場合は、すぐに会議に接続されます。

ステップ 3 会議が開始されたら、[ 参加者リスト ] ツールで [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話
およびビデオ カメラ）をクリックし、次に [ 接続 ] をクリックして、音声またはビデオ コン
ポーネントに接続します。

ゲスト ユーザとしての会議への参加

ゲストとは、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを使用せずに Cisco Unified MeetingPlace 
Web Conferencing にサインインしたユーザのことです。

ヒント Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを持っている場合は、Web のすべての機能へアクセス
できるように、プロファイルを使用してサインインしてください。

ゲスト ユーザとして会議に参加するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のホーム ページで、参加する会議の会議 ID を入力
して、[ 会議に参加 ] をクリックします。

ステップ 2 所定のフィールドにゲスト名を入力して、[ 会議に参加 ] をクリックします。

ステップ 3 パスワードで保護されている会議の場合は、パスワードを入力して、[ 送信 ] をクリックしま
す。デスクトップに会議コンソールが表示されます。

ステップ 4 会議の音声またはビデオ コンポーネントに参加するには、[ 参加者リスト ] ツールで、[ 音声 /
ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックし、次に [ 接続 ] をク
リックします。[ 接続 ] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 接続エンドポイントをクリックして、電話番号またはビデオ エンドポイントのアドレスを入力
します。

ステップ 6 [ 接続 ] をクリックします。

ステップ 7 （オプション）接続できない場合は、会議コンソールに表示されている電話番号を使用して会
議にダイヤルインします。

ヒント

 • 会議 ID がわからない場合は、[ 会議の検索 ] をクリックして、日付を基準として会議を検
索します。ゲスト ユーザはこの機能を使用できない場合があります。使用できる場合に、
ゲストが会議を検索するためには、 初に登録を行う必要があります。
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 • ゲスト ユーザとして会議を検索しても目的の会議が見つからない場合は、その会議がプラ
イベート会議としてスケジュールされている可能性があります。その会議に参加するには、
会議のスケジュール担当者に連絡してください。

会議コンソールについて
Web 会議に参加すると、Cisco Unified MeetingPlace 会議コンソールが表示されます。会議コン
ソールには、会議参加者のリストが表示され、対話方式のさまざまな会議管理ツールが備えら
れています。会議の種類に応じて、会議コンソールには共有ドキュメントやプレゼンテーショ
ン、他のコラボレーション ツールも表示されます。

次の点に注意してください。

 • 会議コンソールのロードにかかる時間は、個々の配置によって異なります。通常、会議コ
ンソールのロード時間が 1 分未満であれば許容範囲内と考えられます。

 • 会議コンソールで使用できるオプションは、会議の種類、ユーザ クラス、会議コンソール
のアクセス権レベル、およびシステム構成によって異なります。

 • デスクトップからのスクリーン共有とファイル共有は、Linux または Unix システムでは使
用できません。これらのシステムのユーザは、ホワイトボードまたは会議の添付の共有、
共有ファイルの表示、および注釈の作成を実行できますが、システム上のファイルを他の
参加者と共有することはできません。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議コンソールの内部（P.1-34）

 • 会議コンソールのツール（P.1-35）

 • 会議コンソールでの音声とビデオの制御（P.1-35）

 • 会議コンソールで共有コンテンツを表示する際のヒント（P.1-38）

 • 会議コンソールの主催者向けのレイアウト コントロール（P.1-38）

会議コンソールの内部

会議室のコンテンツは、スライド、ホワイトボード、共有アプリケーション、投票、および会
議参加者へのメッセージなど、さまざまな種類のメディアを含むウィンドウであるツール内に
表示されます。会議室のウィンドウの 上部にあるメニューバーには、会議の情報や会議室管
理に使用するコントロールが表示されます。

会議室のステージは、会議で参加者に表示されるプレゼンタの画面領域です。ステージには、
さまざまなタイプのコンテンツを表示するツールが含まれます。

会議コンソールには、プレゼンタ限定領域という 2 つ目の表示領域があります。この領域はス
テージに隣接しており、主催者とプレゼンタだけに表示されます。主催者は、この領域を表示
するか非表示にするかを選択できます。主催者およびプレゼンタは、プレゼンタ限定領域を使
用して、参加者と共有するコンテンツを準備したり、参加者と共有しない内密のコンテンツを
表示したりできます。
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会議コンソールのツール

主催者は、会議室を設定する際、参加者に表示されるツールの数、種類、サイズ、および位置
を決定できます。次のツールを使用できます。

 • 共有ツール：プレゼンタのコンピュータからの共有コンテンツ（ウィンドウ、アプリケー
ション、またはデスクトップ全体を含む）、ドキュメント、またはホワイトボードを表示し
ます。

 • 参加者リスト ツール：各参加者の名前、ロール、およびステータスを表示し、主催者が 1 人
以上の参加者のロールまたはアクセス権を変更できるようにします。

 • チャット ツール：参加者が他の参加者にチャット メッセージを送信できます。

 • Q & A ツール（チャット ツールにリンクされている）：[ チャット ] ツールからの質問を適
切なプレゼンタにリダイレクトします。

 • ノート ツール：主催者またはプレゼンタからのテキスト メッセージをすべての参加者に表
示します。

 • ファイル共有ツール：主催者およびプレゼンタが、参加者がダウンロード可能なファイル
を転送できるようにします。

 • 投票ツール：主催者およびプレゼンタが投票を実施したり、参加者に質問できるようにし
ます。

 • Web リンク ツール：主催者が Web リンクを転送し、すべての参加者にそのリンクを参照さ
せることができるようになります。

会議コンソールでの音声とビデオの制御

会議コンソールには、会議中に電話とビデオのエンドポイントを制御するための複数のオプ
ションが含まれています。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議コンソールからの電話またはビデオのエンドポイントへのダイヤルアウト（P.1-35）

 • 音声のミュートまたはミュート解除（P.1-36）

 • ビデオ送信の一時停止または再開（P.1-36）

 • ビデオ レイアウトの変更（P.1-37）

 • オーディオ サブ会議室へ（から）の移動（P.1-37）

会議コンソールからの電話またはビデオのエンドポイントへのダイヤルアウト

会議の音声部分に接続せずに Web および音声会議に参加し、後でその会議にダイヤルインする
場合、次の手順を実行してください。

会議コンソールから電話またはビデオのエンドポイントへダイヤルアウトするには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 2 [ 接続 ] をクリックします。[ 接続 ] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3 適用可能なオプションを選択します。

ステップ 4 [ 接続 ] をクリックします。

ヒント 会議コンソールの右上隅にある電話アイコンをクリックすることで、音声とビデオのダイヤル
イン情報を表示したり、[ 接続 ] ダイアログボックスを開いたりすることもできます。

音声のミュートまたはミュート解除

ミュート機能を使用すれば、電話回線（およびビデオに接続している場合はビデオ エンドポイ
ントのマイク）をミュートして、他の参加者にバックグラウンド ノイズや電話の雑音が聞こえ
ないようにできます。会議コンソールでこのオプションが使用できるのは、Web セッションに
音声セッションが関連付けられている場合だけです。セッションを関連付ける も簡単な方法
は、 初に Web 会議へサインインし、[ 現在の会議 ] ページまたは会議コンソールを使用して、
システムからアウトダイヤルすることです。

ヒント 発言していない参加者はミュートするようにすれば、会議中のノイズが減ります。

音声をミュートまたはミュート解除するには

[ 参加者リスト ] ツールの [ 電話のミュート ] アイコン（赤色の円と×印の付いたスピーカー）
をクリックします。ミュートにしている場合は、更新されたステータスが [ 参加者リスト ] 
ツールに表示され、アイコンが [ 自分のミュートをオフにする ] アイコンになります。音声の
ミュートを解除する場合は、このアイコンを再びクリックします。

注 主催者に対しては、[ 参加者リスト ] ツールに [ 電話のミュート ] アイコンは表示されま
せん。主催者として参加している場合に自分自身をミュートにするには、[ 参加者リス
ト ] ツールで、[ ボリュームのオプション ] アイコン（プラス記号の付いたスピーカー）
をクリックし、次に [ 電話のミュート ] をクリックします。

ビデオ送信の一時停止または再開

ビデオを一時停止することにより、ビデオ コールを切断せずに、会議への自分のビデオ映像の
送信を停止できます。ビデオを一時停止しても、音声の送信には影響しません。

自分の電話番号を使用 電話にダイヤルアウトするのに使用できます。デフォルト以外
の電話番号にダイヤルするには、新しい電話番号を入力します。

自分のビデオエンドポイント 
番号を使用

ビデオ エンドポイントにダイヤルアウトするのに使用できま
す。デフォルト以外の番号にダイヤルするには、新しいビデオ 
エンドポイント番号を入力します。
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他のビデオ参加者が [ アクティブな発言者 ] モードでビデオを受信しており、ユーザが現在の
発言者である場合は、ビデオの映像は 後に送信された映像でフリーズします。

会議コンソールでこのオプションが使用できるのは、Web セッションにビデオ セッションが関
連付けられている場合だけです。セッションを関連付ける も簡単な方法は、 初に Web 会議
へサインインし、[ 現在の会議 ] ページまたは会議コンソールを使用して、システムからアウ
トダイヤルすることです。

ビデオ送信を一時停止または再開するには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 2 [ ビデオの一時停止 ] をクリックします。再びビデオを再生するには、もう一度 [ ビデオの一時
停止 ] をクリックします。

ビデオ レイアウトの変更

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing では、次の 2 つのビデオ映像のレイアウトをサ
ポートします。

[ 継続的な在席 ] オプションを使用するためには、ビデオ MCU とエンドポイントがこの表示を
サポートしている必要があります。詳細は、システム管理者に問い合せてください。

ビデオ レイアウトを変更するには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 2 [ ビデオ レイアウトの変更 ] をクリックし、希望のレイアウトをクリックします。

オーディオ サブ会議室へ（から）の移動

サブ会議室を使用すると、メイン会議から外れて、自分と他の参加者がサブグループで別の問
題を話し合えます。サブ会議セッションに参加できるのは、電話に接続されている参加者だけ
です。

ビデオ エンドポイントで会議に接続している場合、ビデオ エンドポイントから音声とビデオ
を使用してサブ会議セッションに参加することはできません。サブ会議セッションに参加する
には、その会議への独立した電話接続が必要です。この場合、サブ会議セッションへの電話接

継続的な在席 複数のビデオ参加者を表示します。現在または 近のアクティブ
な発言者は、常にウィンドウのハイライトされた領域に表示され、
他の参加者は、いつ会議に参加したか、または 近発言したかど
うかといった要素に基づいて、他の領域に表示されます。

アクティブな発言者のみを
表示

1 つのウィンドウを、現在または 近のアクティブなスピーカーだ
けを常に表示するよう切り替えます。
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続に移動する前に、音声を手動でミュートし、ビデオ エンドポイントのビデオを一時停止する
ことにより、ビデオ エンドポイントから自身の音声や映像がメイン会議室の参加者に送信され
ないようにします。

オーディオ サブ会議室へ（から）移動するには

ステップ 1 移動するサブ会議セッション（1 ～ 9 のいずれかの数字）を決めたら、この「部屋」に集まる
よう他の参加者に呼びかけます。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 3 [ オーディオ サブ会議室に移動 ] をクリックします。

注 会議にダイヤルインしており、電話がユーザ プロファイルまたはゲスト ログインに関
連付けられている場合しか、このオプションにアクセスできません。

ステップ 4 参加するオーディオ サブ会議室の名前をクリックします。[ メイン会議 ] をクリックして、メ
イン音声会議室に戻ります。

会議コンソールで共有コンテンツを表示する際のヒント

別の会議参加者が自分のスクリーンまたはスクリーン上のアプリケーションやウィンドウを共
有している場合、[ 共有 ] ツールの下部にあるコントロールを使用して、コンテンツの表示を
支援できます。[ スクリーンに合わせる ] ボタン（矢印の付いたウィンドウ）をクリックする
と、共有されているコンテンツを、ツールウィンドウのサイズに合わせて調整できます。また
は、[ スクロール ] ボタン（スクロールバーの付いたウィンドウ）をクリックして、コンテン
ツを拡大し、スクロールバーを有効にして、上下左右にスクロールしてコンテンツの隠れた領
域を表示できます。

ツールバーには、[ 全画面表示 ] ボタンも含まれます。このボタンを使用すると、プレゼンタ
がこのオプションを有効にしている場合は、ウィンドウが全画面を占めるように切り替えるこ
とができます。

会議コンソールの主催者向けのレイアウト コントロール

会議室ウィンドウの上部にあるメニューバーの [ レイアウト ] メニューと、会議室ウィンドウ
の下部にあるレイアウト ナビゲーション バーは、主催者にだけ表示されます。主催者は [ レイ
アウト ] メニューまたはナビゲーション バーのどちらかを使用して、新しいレイアウトに切り
替えることができます。

デフォルトでは、新しい会議室には、会議に選択された会議テンプレートに応じて、多数の組
み込みのレイアウトが含まれています（たとえば、コラボレーション テンプレートには、[ 共
有 ]、[ ホワイトボード ]、および [ 複数の共有 ] といったデフォルトのレイアウトが含まれま
す）。これらのレイアウトに含まれるツールを選択および調整して、コンテンツの共有、ト
ピックのディスカッション、または同僚とのコラボレーションを促進できます。

レイアウト ナビゲーション バーまたは [ レイアウト ] メニューのレイアウト名をクリックする
と、別のレイアウトに切り替えることができます。独自の会議室のレイアウトを作成すること
もできます。主催者がレイアウト ナビゲーション バー上の別のレイアウトをクリックすると、
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その新しいレイアウトが各参加者の画面に表示されます。対照的に、準備モードでは、主催者
は参加者に表示される画面に影響を及ぼすことなく、会議室の複数のレイアウト間を移動でき
ます。このモードでは、主催者は、他の参加者のプレゼンテーション中に会議室のレイアウト
の編集や準備を行えます。

会議のアクセス権について
表 1-6 では、Cisco Unified MeetingPlace Web 会議に参加するユーザごとのデフォルトの会議ア
クセス権を示しています。

次の点に注意してください。

 • Cisco Unified MeetingPlace のホーム ページを使用して会議をスケジュールする際、会議のス
ケジュール担当者はプロファイル ユーザのアクセス権をデフォルト値から変更できます。

 • 会議の開始後は、主催者がアクセス権をデフォルト値から変更できます。

 • ウェブセミナにゲスト プレゼンタを招くには、会議の開始後に、主催者は会議コンソール
からゲスト プレゼンタ / 発言者アクセス権を付与する必要があります。

 • 会議が主催者によってロックされる場合、会議がロックされた後に参加するすべての参加
者は、招待されたときに割り当てられたアクセス権に関わらず、聴衆者会議コンソール ア
クセス権で参加することになります。会議のロックが解除されるか、セッションが開始さ
れた場合、主催者が会議コンソールから手動でアクセス権を変更しない限り、これらの参
加者は引き続き参加者アクセス権を持つことになります。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 参加者の音声アクセス権の変更（P.1-40）

 • 参加者の会議コンソール アクセス権の変更（P.1-40）

表 1-6 デフォルトの会議アクセス権 

会議の種類 ユーザの種類 デフォルトの会議アクセス権

コラボレー
ション

会議のスケジュール担当者およびシステム管理
者権限を持つプロファイル ユーザ

主催者会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

他のすべてのプロファイル ユーザおよびゲスト プレゼンタ会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

プレゼンテー
ション

会議のスケジュール担当者およびシステム管理
者権限を持つプロファイル ユーザ

主催者会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

他のすべてのプロファイル ユーザおよびゲスト 聴衆者会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

ウェブセミナ 会議のスケジュール担当者およびシステム管理
者権限を持つプロファイル ユーザ

主催者会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

初の 2 人の招待されたプロファイル ユーザ プレゼンタ会議コンソール アクセス権

発言者音声アクセス権

他のすべてのプロファイル ユーザおよびゲスト 聴衆者会議コンソール アクセス権

リスナー音声アクセス権
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参加者の音声アクセス権の変更

会議の主催者は、参加者の音声アクセス権を [ 発言者 ] または [ リスナー ] に変更できます。発
言者は、会議の音声コンポーネントに対して、聞くことも発言することもできます。リスナー
は発言できません。

参加者の音声アクセス権を変更するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者
のアクセス権を変更するには、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックし
ます）。

ステップ 2 [ 権限の変更 ] アイコン（緑色の矢印の付いた人）をクリックします。

ステップ 3 [ 発言者として設定（音声）] または [ リスナーとして設定（音声）] を選択します。

参加者の会議コンソール アクセス権の変更

会議の主催者は、会議の開始後に会議コンソール アクセス権をデフォルト値から変更できます。

ただし、主催者のアクセス権を持つ別の参加者を、プレゼンタまたは参加者に降格した場合、
その参加者は [ 表示 ] メニューを使用して自分のアクセス権を元に戻すことができることに注
意してください。

参加者の会議コンソール アクセス権を変更するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者
のアクセス権を変更するには、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックし
ます）。

ステップ 2 [ 権限の変更 ] アイコン（緑色の矢印の付いた人）をクリックします。

ステップ 3 [ 主催者として設定（Web）]、[ プレゼンタとして設定（Web）]、または [ 聴衆者として設定
（Web）] を選択します。

会議コンソールのメニューについて
会議コンソールのメニューからは、さまざまなセッション中機能へアクセスできます。これら
には、ユーザ、会議、アプリケーション共有、ヘルプなどに関連するオプションが含まれます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • [ 会議 ] メニューの使用（P.1-41）

 • [ 表示 ] メニューの使用（P.1-45）

 • [ レイアウト ] メニューの使用（P.1-45）

 • [ ツール ] メニューの使用（P.1-46）

 • [ ヘルプ ] メニューの使用（P.1-47）
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[ 会議 ] メニューの使用

主催者は、[ 会議 ] メニューを使用して、追加の参加者の招待、会議の記録、および参加者に
対する会議の流れに影響するその他のオプションの設定を実行できます。プレゼンタおよび参
加者は、[ 会議 ] メニューを使用して、接続速度の設定、会議室ウィンドウの全画面への切り
替え、または会議の退席を実行できます。表 1-7 では、メニューで使用できるオプションを説
明しています。

表 1-7 [ 会議 ] メニューのオプションの説明 

オプション 説明

参加者の招待 
（主催者だけが使用可能）

追加の会議参加者を招待するために送信する URL を生成します。また、新しい
招待者に送信する、その URL と他の会議情報を含む電子メール メッセージを作
成することもできます。

会議の記録 
（主催者だけが使用可能）

記録のための空き領域がある場合、会議の記録を開始できます。音声会議（該
当する場合）と会議コンソールのアクティビティの両方が記録されます。

記録を停止するには、このオプションを再度選択するか、記録を開始したとき
に表示されるポップアップ ボックスで、[ 記録の停止 ] をクリックします。

注 継続会議は記録できません。

聴衆者 / リスナーを 
待合室に移動 

（主催者だけが使用可能）

聴衆者会議コンソール アクセス権を持つユーザおよびリスナー 音声アクセス権
を持つユーザを、会議室に移動します（主催者とプレゼンタは移動されませ
ん）。参加者は、待合室にいる間は他の参加者と会話できません。ビデオ参加者
の映像も、待合室ではブロックされます。

アナウンス オプション 
（主催者だけが使用可能）

参加者に対する会議の入席アナウンスおよび退席アナウンスのオプション、お
よび会議終了アナウンスと会議延長アナウンスのオプションを変更できます。

ヒント 大規模な会議で、各参加者の入席時にアナウンスするよう設定している
場合は、このオプションを選択して、入席のアナウンスを [ サイレント ] 
に変更してください。

会議のロック 
（主催者だけが使用可能）

会議をロックしたり、ロックの解除を行ったりできます。会議をロックすると、
会議へのそれ以降のアクセスがすべて制限されます。

この設定は、音声会議（該当する場合）と会議コンソールの両方に適用されます。

会議の終了 
（主催者だけが使用可能）

会議を終了し、会議コンソールから退席する際に参加者に表示される会議後の
メッセージまたは URL を指定できます。

会議室の帯域幅の 適化 
（主催者だけが使用可能）

会議からのデータが参加者に送信される速度（kbit/ 秒）を決定する、会議室の
帯域幅のレベルを選択できます。

ヒント 参加者が使用する接続速度に合った会議室の帯域幅を選択します。参加
者がさまざまな接続速度を使用する場合は、参加者が使用する可能性の
ある も低速の速度を選択してください。たとえば、ある参加者がモデ
ムを使用する場合は、会議室の帯域幅に [ モデム ] を選択して、すべての
参加者が問題なく接続できるようにしてください（参加者の接続速度を
判別するには、[ 参加者リスト ] ツールの参加者の名前の上にマウスを置
きます）。

会議室の背景 
（主催者だけが使用可能）

会議室の背景として画像またはアニメーションを設定できます。会議にロード
された添付のリストから、背景の画像を選択します（スケジューリング イン
ターフェイスの [ 添付 ] ページまたは [ 共有 ] ツールのどちらかから選択しま
す）。会議の主催者だけが会議室の背景を設定できます。
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このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議コンソールからの会議の記録（P.1-42）

 • 会議コンソールでの会議延長のアナウンスの設定（P.1-42）

 • 会議のアナウンスの変更（P.1-43）

 • 会議のロックとロック解除（P.1-43）

 • 会議の終了（P.1-43）

 • 会議室の背景の変更（P.1-44）

 • 会議の退席（P.1-44）

会議コンソールからの会議の記録

音声および Web の両方の記録ができるようにシステムが設定されている場合は、Cisco Unified 
MeetingPlace Web Conferencing では、音声ストリームに加えて、プレゼンタ限定領域のアク
ティビティを除く会議室で生じるすべてのアクティビティを記録できます。ブロードキャスト 
プロンプト（参加時や退席時のアナウンス、ビデオ会議の映像など）は記録されません。

会議コンソールから会議を記録するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ 会議の記録 ] をクリックします。

記録を保存するための十分なディスク領域がない場合は、記録は開始されません。

ステップ 2 記録を停止するには、[ 会議 ] メニューで、[ 会議の記録 ] を再度クリックします。

会議コンソールでの会議延長のアナウンスの設定

会議の主催者は、会議が自動的に延長されたことをシステムで参加者にアナウンスするかどう
かを設定できます。

参加者をプレゼンタに 
自動昇格 

（主催者だけが使用可能）

参加者アクセス権を持つすべての会議参加者に、プレゼンタ アクセス権を付与
します。このオプションの選択後に会議室に入るゲストおよびプロファイル 
ユーザも、自動的にプレゼンタ アクセス権に昇格されます。

会議室のスクリーン解像度 
（主催者だけが使用可能）

会議室がすべての参加者に表示される際の解像度を調節します。

接続速度 使用するインターネット接続の種類に基づいて、会議への接続速度を選択でき
ます。これにより、会議のデータが使用するシステムに適した速度で配信され
るようになります。

全画面表示 会議コンソールがデスクトップ全体に表示されるように変更します。このオプ
ションがすでに選択されているときに再度選択すると、会議コンソールは元に
戻ります。

Cisco Unified MeetingPlace の終了 会議を終了せずに、会議コンソール ウィンドウを閉じます。

表 1-7 [ 会議 ] メニューのオプションの説明 ( 続き )

オプション 説明
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会議にビデオ会議コンポーネントがある場合、システムは、使用可能なビデオ機能に基づいて
会議を延長します。既存の音声ポートまたはビデオ ポートが延長できない場合、会議全体が終
了されます。

会議コンソールで会議延長のアナウンスを設定するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ アナウンス オプション ] をクリックします。

ステップ 2 [ 会議延長のアナウンス ] を [ はい ] に設定し、[ オプションの変更 ] をクリックます。

ステップ 3 [ アナウンス オプション ] ウィンドウを閉じます。

会議のアナウンスの変更

この機能は、会議の主催者だけが使用できます。

会議のアナウンスを変更するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ アナウンス オプション ] をクリックします。

ステップ 2 適用可能なリストからオプションを選択して、アナウンス設定を変更します。

ステップ 3 [ オプションの変更 ] をクリックします。

ステップ 4 ウィンドウを閉じます。

会議のロックとロック解除

会議の主催者は、会議の任意の時点で会議をロックして、以降のアクセスを制限できます。こ
の機能を使用すると、音声および Web の両方の会議で、すべてのユーザのアクセスが制限され
ます。ロックされた会議に参加したいユーザは、電話を通じて、または Web から会議への参加
を試行することで、許可を求めることができます。

会議をロックまたはロック解除するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ 会議のロック ] をクリックします。

ステップ 2 会議をロック解除するには、[ 会議 ] メニューで、[ 会議のロック解除 ] をクリックします。

会議の終了

この機能は、会議の主催者だけが使用できます。

会議を終了するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ 会議の終了 ] をクリックします。

ステップ 2 （オプション）会議の終了時に参加者に表示されるメッセージを編集または置換できます。
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ステップ 3 （オプション）会議の終了後に参加者のブラウザを特定の Web ページにリダイレクトさせるに
は、[ 参加者に対してこの URL を開く ] をオンにし、テキスト ボックスに URL を入力します。

ステップ 4 [OK] をクリックして、選択を確認します。会議が終了したことを知らせるメッセージがユーザ
に送られ、すべての会議エンドポイント（音声、Web、ビデオ）が切断されます。

会議室の背景の変更

会議の主催者は、すべての参加者の会議コンソールの背景として、JPEG イメージ（.jpg ファイ
ル拡張子）または Flash ファイル（.swf ファイル拡張子）を設定できます。

注 プログレッシブスキャン JPEG ファイルは、会議室の背景としてサポートされていません。

会議室の背景を変更するには

ステップ 1 [ 会議の詳細 ] ページの [ 添付 / 記録 ] リンクを使用するか、[ 共有 ] ツールでファイルを開くこ
とにより、画像または Flash ファイルを会議コンソールにアップロードします。

ステップ 2 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[ 会議室の背景 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 会議室の背景を選択 ] をクリックします。

ステップ 4 [ コンテンツの参照 ] ポップアップ ボックスで、[ アップロードされたコンテンツ ] ボタンをク
リックし、使用可能なファイルのリストを表示します。

ステップ 5 ファイルの名前をクリックし、[ 開く ] をクリックします。会議室の背景が更新され、画像が表
示されます。

会議の退席

会議コンソールを閉じて会議を退席するには、次の手順を実行してください。どのメディア
（音声、Web、ビデオ）でも、少なくとも 2 人の人がメディア エンドポイントに接続されてい
る限り、会議は続行されます。

会議を退席するには

ステップ 1 会議コンソールの [ 会議 ] メニューで、[Cisco Unified MeetingPlace の終了 ] をクリックします。
これを選択すると、Web セッションとビデオ エンドポイントの接続が解除されます。電話機の
接続は解除されません。

ステップ 2 Web ブラウザを閉じます。

ステップ 3 会議の音声部分からの接続を解除するには、電話を切ります。
1-44
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing リリース 6.x ユーザ ガイド

OL-12902-01-J



第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ

会議コンソールのメニューについて
[ 表示 ] メニューの使用

[ 表示 ] メニューは会議の主催者が使用できます。表 1-8 では、[ 表示 ] メニューで使用できる
オプションを説明しています。

[ レイアウト ] メニューの使用

[ レイアウト ] メニューは会議の主催者が使用できます。表 1-9 では、[ レイアウト ] メニュー
で使用できるオプションを説明しています。

表 1-8 [ 会議 ] メニューのオプションの説明 

オプション 説明

主催者画面

プレゼンタ画面

聴衆者画面

会議コンソールの表示を切り替えて、主催者が、プレゼンタまたは参加者が見ている
ものを表示できるようにします。

プレゼンタ限定領域の表示 プレゼンタ限定領域（主催者とプレゼンタがツールを配置できる、会議コンソール画
面の「オフステージ」領域。この領域に配置されたツールは参加者には見えません）
の表示を切り替えられます。プレゼンタ限定領域は、会議コンソールの残りの部分と
区別するために、背景に斜線が引かれています。

準備モード 会議の参加者に表示される画面に影響を及ぼすことなく、会議室の複数のレイアウト
間を移動できるモード。このモードでは、他の参加者のプレゼンテーション中に会議
レイアウトの編集や準備を行えます。たとえば、準備モードに入り、[ ホワイトボー
ド ] レイアウトに切り替え、[ ホワイトボード ] ツールのサイズを変更してから新し
い [ 投票 ] ツールをコンソールに追加し、その後準備モードから出て、会議中に [ ホ
ワイトボード ] レイアウトを使用できます。

主催者のカーソル 会議コンソールで各主催者によるマウスの動きを表すカーソルを表示できるユーザ、
および表示するタイミングを制御します。次の選択肢があります。

 • オフ

 • 他の主催者だけに表示

 • 出席者全員に表示

 • ホワイトボードの使用時にすべての参加者に表示

表 1-9 [ レイアウト ] メニューのオプションの説明 

オプション 説明

新規レイアウト 新規レイアウトを作成します。新規の空白のレイアウトを作成するか、または既存のレイ
アウトをコピーできます。
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[ ツール ] メニューの使用

[ ツール ] メニューは主催者が使用できます。このメニューを使用すると、主催者はツールお
よびコンテンツをレイアウトに追加したり、既存のツールの整理やロックを実行したりできま
す。表 1-10 では、[ ツール ] メニューで使用できるオプションを説明しています。

注 新しいツールを作成する場合、そのツールは現在のレイアウトに表示されます。ツールの作成
時にプレゼンタ限定領域が表示されている場合は、ツールはこの領域に作成されます。ツール
が参加者に表示されるようにするには、そのツールをプレゼンタ限定領域からステージにド
ラッグ アンド ドロップします。

共有

ホワイトボード

複数の共有

投票を開く

ラップアップ

[ 他のレイアウト名 ]

現在アクティブなレイアウトを選択します。

事前定義されたテンプレートには、次の事前定義されたレイアウトが含まれます。

 • コラボレーション：共有、ホワイトボード、複数の共有

 • プレゼンテーション：共有、ホワイトボード、投票を開く、ラップアップ

 • ウェブセミナ：共有、投票を開く、ラップアップ

追加の新規レイアウトを作成している場合は、そのレイアウトもここにリストされます。

レイアウトの整理 既存のレイアウトの名前変更や削除を実行したり、レイアウト ナビゲーション バーに表示
されるレイアウトの順序を変更したりできます。

表 1-9 [ レイアウト ] メニューのオプションの説明 ( 続き )

オプション 説明

表 1-10 [ ツール ] メニューのオプションの説明 

オプション 説明

共有 既存の共有ツールまたはホワイトボードを現在のレイアウトで表示または非表示にした
り、新規の共有ツールやホワイトボードを作成したり、または現在のアクティブなツー
ルで共有するコンテンツを選択したりできます。

参加者リスト 現在のレイアウトで参加者リストを表示または非表示にできます。

チャット 既存のチャット ツールまたはプレゼンタ チャットを表示または非表示にしたり、新規
のチャット ツールを作成したりできます。プレゼンタ チャットを切り替えるには、プ
レゼンタ限定領域が会議コンソールで表示されている必要があります。

注 既存のノート ツールまたはプレゼンタ ノートを表示または非表示にしたり、新規の
ノート ツールを作成したりできます。プレゼンタ ノートまたはディスカッション ノー
トを切り替えるには、プレゼンタ限定領域が会議コンソールで表示されている必要があ
ります。

投票 既存の投票ツールを切り替えたり（表示または非表示）、新規の投票ツールを作成した
りできます。

ファイル共有 既存のファイル共有ツールを切り替えたり（表示または非表示）、新規のファイル共有
ツールを作成したりできます。

Web リンク 既存の Web リンク ツールを切り替えたり（表示または非表示）、新規の Web リンク 
ツールを作成したりできます。
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[ ヘルプ ] メニューの使用

表 1-11 では、[ ヘルプ ] メニューで使用できるオプションを説明しています。

ツールの使用
会議の主催者は、ツールの表示、非表示、追加、削除、再配置、および整理を実行できます。
[ 参加者リスト ] ツールを除くすべてのツールで、1 回の会議中に一度に複数のツールのイン
スタンスを表示できます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • ツールの表示または非表示（P.1-48）

 • ツールの追加（P.1-48）

 • ツールの移動またはサイズ変更（P.1-48）

 • ツールの名前変更または削除（P.1-49）

Q & A Q & A ツールを切り替える（表示または非表示）ことができます。Q & A ツールを切り
替えるには、プレゼンタ限定領域が会議コンソールで表示されている必要があります。

ツールの移動とリサイズ すべてのレイアウト内のツールすべてのサイズと位置をロックまたはロック解除できま
す。[ ツールの移動とリサイズ ] がオフになっていると、すべてのレイアウトでどの
ツールのサイズまたは位置も変更できません。

ツールの整理 ツールを削除または名前変更できます。また、すべての使用されていないツールを選択
して削除することもできます。

表 1-10 [ ツール ] メニューのオプションの説明 ( 続き )

オプション 説明

表 1-11 [ ヘルプ ] メニューのオプションの説明 

オプション 説明

Cisco Unified MeetingPlace ヘルプ オンライン ヘルプ アプリケーションが起動します。

ブラウザ テスト [ ブラウザ テスト ] ページが起動します。このページでは、Web ブラウザお
よびオペレーティング システムと会議コンソールとの互換性、ブラウザの設
定、およびネットワーク接続の速度を確認できます。

Cisco Unified MeetingPlace について 使用中の Cisco Unified Presenter アドインのバージョン（使用している場合）
と Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のバージョンを含む、Cisco 
Unified MeetingPlace の環境についての情報を表示します。
1-47
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing リリース 6.x ユーザ ガイド        

OL-12902-01-J



第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ       

ツールの使用
ツールの表示または非表示

ツールを表示または非表示にするには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、表示するツールの名前をクリックします。現在会議
で表示されているツール名の横にチェックマークが表示されます。

ツールを非表示にするには、ツール名を再びクリックするか、ツール タイトル バーの右側に
ある [ 非表示 ] アイコン（マイナス記号）をクリックします。

ステップ 2 複数のインスタンスを表示できるツール（[ 参加者リスト ] ツールを除くすべてのツール）で、
ツールの特定のインスタンスを表示または非表示にするには、[ ツール ] メニューで、ツール
のサブメニューのインスタンス名をクリックします。

ツールの追加

ツールを追加するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、ツールの名前をクリックします。

ステップ 2 ツールのサブメニューで、[ 新規 < ツール名 >] をクリックします。

ツールの移動またはサイズ変更

ツールを移動またはサイズ変更するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ ツールの移動とリサイズ ] をクリックします。オプ
ションが選択されると、その横にチェックマークが表示されます。

ステップ 2 ツールを移動するには、ツールの上部にあるタイトル バーをドラッグします。ツールをサイズ
変更するには、右下隅をドラッグします。

ツールを全画面サイズで表示するには

ステップ 1 ツール タイトル バーの右側で、[ 全画面 ] ボタン（画面のアイコン）をクリックします。

ステップ 2 ツールを元のサイズに戻すには、[ 全画面 ] を再度クリックします。
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ツールの名前変更または削除

ツールを名前変更または削除するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ ツールの整理 ] をクリックします。

ステップ 2 適用可能なオプションを選択します。

ステップ 3 完了したら、[ 完了 ] をクリックします。

共有ツールについて
主催者またはプレゼンタは、共有ツールを使用して、以下のようなさまざまなコンテンツを会
議中に参加者と共有できます。

 • 1 つまたは複数の開いているウィンドウ、1 つまたは複数の開いているアプリケーション、
またはデスクトップ全体を含む、コンピュータ画面で選択された項目 

 • Microsoft PowerPoint プレゼンテーションのようなドキュメント、Flash コンテンツ（SWF 
ファイル）、JPEG ファイル、または別の形式のファイル

 • さまざまな手書きおよび描画ツールを備えたホワイトボード。スタンドアロンのホワイト
ボードまたは他の共有コンテンツの上に重なって表示されるホワイトボードのオーバーレ
イを共有できます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 共有コンテンツのプレゼンテーションおよび使用（P.1-50）

 • スクリーンの共有（P.1-50）

 • ドキュメントの共有（P.1-53）

 • プレゼンテーションの共有（P.1-55）

 • ホワイトボードの共有（P.1-58）

1 つまたは複数のツールを削
除するには

左側のペインでツールをクリックし、[ 削除 ] をクリックします。

ツールの名前を変更するには a. 左側のペインでツールをクリックし、[ 名前の変更 ] をクリッ
クします。

b. [ ツール名の変更 ] ダイアログボックスに新しい名前を入力し
て、[OK] をクリックします。

すべての使用されていない
ツールを見つけるには

[ 未使用を選択 ] をクリックし、[ 削除 ] をクリックしてすべての
未使用のツールを削除します。
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共有コンテンツのプレゼンテーションおよび使用

プレゼンタと主催者は、初めてコンテンツをアップロードするか、スクリーンを共有しよう
とする際に、Cisco Unified Presenter アドインをインストールする必要があります。このアド
インは、サーバへのファイルのアップロードと会議中のスクリーンの共有に対するサポート
を提供します。

注 ブラウザでポップアップ ブロッカーを有効にしている場合は、アドインをダウンロードするた
めのダイアログボックスが表示されません。この問題を修正するには、ポップアップ ブロッ
カーを一時的に無効にします。

コンテンツのプレゼンテーションを行う場合またはコンテンツを共有する場合は、次の点に注
意してください。

 • 共有ツールでコンテンツを共有する場合は、共有ツール ウィンドウでポインタの動きが参
加者に表示される。共有ウィンドウ、アプリケーション、またはドキュメントで実行する
すべてのアクティビティが参加者に表示されます。

 • アプリケーションをスクロールし続けることは避ける。ドキュメントを移動する必要があ
る場合は、キーボードの Page Up キーと Page Down キーを使用します。参加者はドキュメ
ントの表示部分を自分のデスクトップでスクロールして表示を見やすくできます。

 • 共有アプリケーションを他のウィンドウで覆わない。他のウィンドウで覆った場合は、他
のウィンドウが共有アプリケーションを覆わなくなるまで、共有アプリケーションのある
部分に斜線模様のボックスが表示されます。

 • 自分の意図や要求を言葉で表現して、会議の簡単なエチケットを守る（たとえば、コラボ
レーションを有効にすることを参加者に伝えてください。同様に、自分がドキュメントの
制御を取得することを会議のホストに伝えてください）。

 • Web Conferencing では、ビデオ アプリケーションまたはビデオ ストリームの共有はサポー
トされない。デスクトップからビデオ ストリームを共有しようとすると、参加者には、ス
クリーン共有の更新レートで、ビデオの一部のフレームだけが表示されます。共有ツール
で、スライド ページにビデオが埋め込まれた PowerPoint ファイルをロードしようとすると、
プレゼンテーションの対話は失敗し、プレゼンテーションを表示できません。

スクリーンの共有

主催者またはプレゼンタは、ウィンドウ、アプリケーション、またはデスクトップ全体を会議
中に参加者と共有できます。他の参加者に自分のスクリーンの制御を取得することを許可する
こともできます。

自分のコンピュータ画面上の何かを共有すると、共有領域で実行する操作は、会議中すべての
参加者に表示されます。ポインタを画面上で動かすと、参加者はその動きを目で追うことがで
きます。

共有する領域は、他の参加者に共有ツールで表示されるようにするため、デスクトップ上で表
示されている必要があります。デスクトップ上で重なり合ったウィンドウは、共有ツールでは
青色の斜線模様で表示されます。

共有スクリーン上でホワイトボードを表示して、参加者が注釈を追加するようにすることもで
きます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • スクリーンの共有のベスト プラクティス（P.1-51）
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 • コンピュータ画面の共有（P.1-51）

 • 別のプレゼンタとのスクリーンの制御の共有（P.1-52）

 • 共有スクリーンの制御の要求（P.1-52）

 • 共有スクリーンのプレビュー（P.1-53）

スクリーンの共有のベスト プラクティス

大規模な会議や、低速のインターネット接続を使用する参加者がいる場合にネットワークの帯
域幅を節約するために、スクリーンを共有するときは次のプラクティスを考慮してください。

 • 可能な場合は常に、スクリーン全体の共有は避けてください。代わりに、個別のアプリ
ケーションまたはウィンドウを共有してください。

 • デスクトップ全体を共有する必要がある場合は、デスクトップ イメージに複雑な背景を使
用しないことを強くお勧めします。多くの色数を使用するデスクトップ イメージは、不必
要なスクリーン情報を伝えるために、必然的に貴重な帯域幅を浪費するという結果を招き
ます。

 • スクリーンの解像度を 1024 x 768 以下に減らし、可能な場合には、色の質を数百万の色数
から 16 ビットまたは 32 ビットの色数まで減らしてください。一般に、解像度を 1024 x 768 
ピクセルに設定すると、ほとんどの参加者（ノート型パソコンのユーザも含む）が 適な
状態で共有アプリケーションまたは共有ドキュメントを表示できます。

 • 接続レートが T1 以上でない限り、同じインターネット接続に対して 2 台のコンピュータを
使用することはできるだけ避けてください（1 台のコンピュータでプレゼンテーションを
共有して、もう 1 台で聴衆者画面を表示するなど）。

コンピュータ画面の共有

注 Linux および Unix ユーザは、スクリーンを共有できません。

コンピュータ画面を共有するには

ステップ 1 会議中に空白の共有ツールを開き、[ 自分のコンピュータ画面 ] をクリックします。

または

共有ツールのコントロール領域上で [ 共有 ] ボタンをクリックし、次に [ 自分のコンピュータ
画面 ] をクリックします。

[ スクリーン共有の開始 ] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 適用可能なオプションを選択します。

デスクトップ デスクトップ全体を共有するときに使用します。コンピュータに複数のモ
ニタが接続されている場合は、各モニタにデスクトップが表示されます。
共有するデスクトップを選択します。
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ステップ 3 [ 共有 ] をクリックして共有を開始します。

ステップ 4 （オプション）他の会議参加者に表示されているのと同じように会議コンソールにアプリケー
ションを表示したり、注釈のためにホワイトボードのオーバーレイを追加するには、システム 
トレイの Cisco Unified MeetingPlace アイコン（赤いドア）をクリックし、[ 一時停止および注釈
作成 ] を選択します。注釈モードを終了するには、[ 再開 ] をクリックします。

ステップ 5 共有を終了する場合は、Cisco Unified MeetingPlace アイコンをクリックし、[ 画面の共有を停止 ] 
を選択します。

別のプレゼンタとのスクリーンの制御の共有

スクリーン共有中、共有デスクトップ、ウィンドウ、またはアプリケーションの制御を、別の
プレゼンタに渡すことができます。共有スクリーンをプレゼンタに引き継ぐ前に、そのプレゼ
ンタは制御を要求する必要があります。

別のプレゼンタとスクリーンの制御を共有するには

ステップ 1 会議中にコンピュータ画面の共有を開始します。別のプレゼンタがスクリーンの制御を要求す
ると、会議室ウィンドウの右上隅に、要求メッセージが表示されます。

ステップ 2 適用可能なオプションを選択します。

共有スクリーンの制御の要求

主催者またはプレゼンタは、別のプレゼンタまたは主催者のスクリーンの制御を要求できます。

共有スクリーンの制御を要求するには

ステップ 1 共有ツールのコントロール スリップで、[ 制御の要求 ] をクリックします。

要求が受け付けられると、スクリーンの制御が付与されたことを知らせるメッセージが表示さ
れます。[ 制御の要求 ] ボタンが [ 制御の開放 ] ボタンに変わります。これで、共有スクリーン
の制御を取得できます。

ウィンドウ コンピュータで開いている 1 つまたは複数のウィンドウを共有する場合に使
用します。共有するウィンドウを選択します。

アプリケーション コンピュータで開いているアプリケーションおよびそれに関連するすべて
のウィンドウを共有する場合に使用します。共有するアプリケーション（1 
つまたは複数）を選択します。

許可 要求した参加者にスクリーンの制御を付与する場合に使用します。

却下 参加者に対しスクリーンの制御の付与を拒否する場合に使用します。
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ステップ 2 共有スクリーンの制御を元のプレゼンタに戻すには、共有ツールのコントロール領域で、[ 制
御の開放 ] をクリックします。

共有スクリーンのプレビュー

コンピュータ上のアプリケーション、ウィンドウ、デスクトップの共有時に、[ プレビュー ] オ
プションを選択して、参加者が共有ツールを使って表示しているのと同じ表示を確認できます。

共有スクリーンをプレビューするには

共有ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリック
し、次に [ スクリーン共有中にツールでプレビューする ] をクリックします。

または

[ プレビュー ] アイコン（めがね）をクリックします。

ドキュメントの共有

主催者またはプレゼンタは、会議中、会議の添付としてアップロードされたドキュメントを共
有したり、自分のコンピュータから直接ドキュメントを共有できます。

共有をオフにするか、共有ツールのコンテンツを変更するか、または共有ツールを閉じても、
ドキュメントはまだ会議室の一部であるため、再度表示できます。共有ツールを削除すると、
ドキュメントは会議室から削除されます（[ 会議の詳細 ] ページの [ 添付 / 記録 ] リンクから、
ドキュメントを会議の添付としてあらかじめアップロードしていた場合は、引き続き会議室で
使用できます）。共有ドキュメントを編集するには、ソース ドキュメントを編集し、会議中に
再度ロードする必要があります。

共有ツールで共有されるドキュメントは、参加者によって表示できますが、ダウンロードする
ことはできません。参加者がドキュメントをダウンロードできるようにするには、主催者また
はプレゼンタは、ドキュメントをファイル共有ツールにアップロードする必要があります。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 共有ツールで共有できるドキュメントの種類（P.1-53）

 • 会議の添付からのドキュメントの共有（P.1-54）

 • コンピュータからのドキュメントの共有（P.1-54）

 • マルチフレーム ドキュメントの表示の同期化のオフ（P.1-55）

共有ツールで共有できるドキュメントの種類

次のドキュメントの種類は、会議の添付として、またはコンピュータから、共有ツールで共有
できます。

 • 単一の PowerPoint ファイル（.ppt ファイル拡張子）

 • Flash コンテンツを持つ単一のファイル（.swf 拡張子）

 • 単一の JPEG イメージ（.jpg ファイル拡張子）
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 • 複数の SWF ファイルおよび追加のファイル（イメージや XML ファイルなど）を含む ZIP 
ファイル、および 初にロードされる index.swf と呼ばれるファイル

 • 複数の HTM または HTML ファイルおよび追加のファイル（イメージや SMF ファイルな
ど）を含む ZIP ファイル、および index.htm または index.html と呼ばれるファイル

 • 単純な Authorware コンテンツ（1 つの HTM ファイル、1 つの AAM ファイル、および追加
の Authorware ファイル）を含む ZIP ファイル

 • ZIP ファイルとしてパッケージされた Adobe Presenter コンテンツ

PowerPoint ファイルはプレゼンテーションに変換されます。PowerPoint プレゼンテーションに
は、アニメーションと音声ボイスオーバーを含めることができます。プレゼンテーションを共有
する場合、共有ツールにはプレゼンテーションをナビゲートするコントロールが表示されます。

会議の添付からのドキュメントの共有

主催者またはプレゼンタは、サーバに保存された会議の添付から、PowerPoint プレゼンテー
ション、Flash コンテンツ（SWF ファイル）、JPEG ファイル、または ZIP ファイルを会議中共
有ツールにロードできます。

会議の添付からドキュメントを共有するには

ステップ 1 共有ツールで、[ ドキュメント ] をクリックします。

または

会議コンソールのメニュー バーで、[ ツール ] > [ 共有 ] をクリックします。

または

共有ツールの下部にあるコントロール領域で、[ 共有 ] > [ ドキュメント ] をクリックします。

ステップ 2 [ 添付資料から選択 ] をクリックします。

[ コンテンツの参照 ] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [ アップロードされたコンテンツ ] をクリックします。現在の会議にアップロードされたコンテ
ンツが表示されます。

ステップ 4 共有するドキュメントを選択し、[ 開く ] をクリックします。

共有ツールに選択されたドキュメントが表示されます。ドキュメント名がツールのタイトル 
バーに表示されます。

コンピュータからのドキュメントの共有

主催者またはプレゼンタは、自分のコンピュータから共有ツールに PPT、SWF、JPEG、または 
ZIP ファイルをロードできます。ファイルはサーバにアップロードされます。

注 Linux および Unix ユーザは、コンピュータからドキュメントを共有できません。
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コンピュータからドキュメントを共有するには

ステップ 1 共有ツールで、[ ドキュメント ] をクリックします。

または

会議コンソールのメニュー バーで、[ ツール ] > [ 共有 ] をクリックします。

または

共有ツールの下部にあるコントロール領域で、[ 共有 ] > [ ドキュメント ] をクリックします。

ステップ 2 ポップアップ メニューで、[ マイ コンピュータから選択 ] をクリックします。[ コンテンツの参
照 ] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 共有するドキュメントを選択し、[ 開く ] をクリックします。共有ツールに選択されたドキュメ
ントが表示されます。ドキュメント名がツールのタイトル バーに表示されます。ドキュメント
は、会議室に関連付けられた [ アップロードされたコンテンツ ] フォルダに追加されます。

マルチフレーム ドキュメントの表示の同期化のオフ

デフォルトでは、Cisco Unified MeetingPlace はマルチフレーム ドキュメントの表示を同期化し
て、参加者が、プレゼンタが表示するとおりにフレームを表示できるようにします。主催者ま
たはプレゼンタは、[ 同期 ] ボタンを使用して同期化をオフにし、参加者が自分のペースでプ
レゼンテーションを進められるようにできます。

注 [ 同期 ] ボタンは、共有ツールにロードされたマルチフレーム コンテンツがある場合にだけ表
示されます。

マルチフレーム ドキュメントの表示の同期化をオフにするには

ステップ 1 コンテンツがロードされた共有ツールのウィンドウで、[ 同期 ] ボタンをクリックします（デ
フォルトで [ 同期 ] はオンになっています）。プレゼンテーションの再生のためのコントロール
が、共有ツールの右側に表示されます。

ステップ 2 [ 同期 ] ボタンをもう一度クリックして同期化をオフにすると、参加者が自分のペースでプレゼ
ンテーションを進められるようにできます。

プレゼンテーションの共有

共有ツールで Microsoft PowerPoint プレゼンテーションを共有する主催者またはプレゼンタは、
プレゼンテーションのナビゲーションと表示のための特別なコントロールを使用できます。プ
レゼンテーションのレイアウトには次の領域があります。
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このセクションには次の情報が含まれます。

 • プレゼンテーションの [ 概要 ] タブの使用（P.1-56）

 • プレゼンテーションのスライド ノードの表示（P.1-56）

 • プレゼンテーション内のテキストの検索（P.1-57）

 • プレゼンテーション再生バーのオプション（P.1-57）

プレゼンテーションの [ 概要 ] タブの使用

ほとんどのプレゼンテーションには、サイドバーに [ 概要 ] タブが表示されます。[ 概要 ] タブ
には、各スライドのタイトルと長さが表示されます。[ 概要 ] タブを使用して、情報を表示し、
プレゼンテーション内の特定のスライドに移動できます。現在のスライドは発光色でハイライ
トされます。色は主題で変更できます。概要のハイライトをすべての参加者に表示するよう選
択することも、または主催者とプレゼンタにだけ表示するよう選択することもできます。

プレゼンテーションの [ 概要 ] タブを使用するには

ステップ 1 サイドバーが表示されていない場合にそれを表示するには、[ サイドバーの表示 / 非表示 ] アイ
コン（2 つのペインのあるボックス）をクリックします。

ステップ 2 右側にあるサイドバーで [ 概要 ] タブをクリックします。

ステップ 3 プレゼンテーション内のあるスライドに移動するには、[ 概要 ] タブ内のそのスライドのタイト
ルをクリックします。

ステップ 4 スライドのタイトルを表示するには、そのタイトルの上にポインタを置きます。

プレゼンテーションのスライド ノードの表示

PowerPoint でプレゼンテーションを作成するときに、各スライドにノートを入力できます。ス
ライド ノートが存在する場合は、それらをプレゼンテーションで表示できます。スライド 
ノートは、プレゼンテーション ウィンドウの右側に表示されます。スライドの [ ノート ] タブ
のサイズは変更できません。

プレゼンテーション プレゼンテーション スライドを表示する、ウィンドウの主要な部分。

プレゼンテーション 
サイドバー

プレゼンテーションの名前、プレゼンタの情報、および [ 概要 ]、[ ノー
ト ]、[ 検索 ] タブ（プレゼンテーションの作成時にタブが含まれていた
場合）を表示する、ブラウザ ウィンドウの右側の領域（デフォルトの場
所）。

プレゼンテーション 
ツールバー

プレゼンテーションの再生、音声、添付、およびスクリーン サイズを
制御できるようにする、プレゼンテーションの下部にあるコントロー
ル バー。このツールバーは、主催者が参加者にも表示するよう選択し
ない限り、主催者にだけ表示されます。
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共有ツールについて
プレゼンテーションのスライド ノードを表示するには

ステップ 1 サイドバーが表示されていない場合にそれを表示するには、[ サイドバーの表示 / 非表示 ] アイ
コン（2 つのペインのあるボックス）をクリックします。

ステップ 2 右側にあるサイドバーで [ ノート ] タブをクリックします。完全なノートのテキストが表示さ
れます。テキストはフォーマットされておらず、タブで編集できません。

プレゼンテーション内のテキストの検索

プレゼンテーション内のテキストを検索するには

ステップ 1 サイドバーが表示されていない場合にそれを表示するには、[ サイドバーの表示 / 非表示 ] アイ
コン（2 つのペインのあるボックス）をクリックします。

ステップ 2 右側にあるサイドバーで [ 検索 ] タブをクリックします。

ステップ 3 テキスト ボックスに検索するテキストを直接入力します。

ステップ 4 [ 検索 ] ボタンをクリックします。検索結果は、テキスト ボックスの下に表示されます。結果
のリスト内のスライドを表示するには、そのスライドのタイトルをクリックします。

プレゼンテーション再生バーのオプション

PowerPoint プレゼンテーションに、Adobe Presenter を使用して埋め込まれた音声またはビデオ
が含まれる場合は、プレゼンテーションの下部にあるプレゼンテーション再生バーを使用し
て、プレゼンテーションの外観と再生を制御できます。

プレゼンテーションの再生バーが表示されていない場合にそれを表示するには、共有ツール
で、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックしてから、[ プレゼン
テーション再生バーの表示 ] をクリックします。

再生バーでは次のオプションを使用できます。

[ 再生 / 一時停止 ] ボタン 現在のスライドの再生を一時停止および再開します。

[ 巻き戻し ] ボタン プレゼンテーションの前のスライドに移動します。

[ 早送り ] ボタン プレゼンテーションの次のスライドに移動します。

スライドの進捗状況バー 現在のスライド内の再生箇所を表示および制御します。スライドの
再生に合わせて位置マーカーが移動します。現在のスライド内で
マーカーの矢印を前後にドラッグして、再生箇所を変更できます。
進捗状況バーの特定の位置をクリックして、スライド マーカーの位
置を移動し、その箇所からスライドを再生することもできます。

現在のスライド番号 現在表示されているスライドの番号と、スライドの合計数を表示し
ます（例：スライド 2/10）。

ステータス 現在のスライドのステータスを表示します。ステータスには、[ 再
生しています ]、[ 停止しました ]、[ オーディオなし ]、または [ プ
レゼンテーションが完了しました ] などがあります。
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共有ツールについて
ホワイトボードの共有

主催者またはプレゼンタは、ホワイトボードを使用して、コラボレーション テキスト、描画、
および他の注釈を会議中に作成できます。共有ツールで、次の 2 つの異なる方法でホワイト
ボードを使用できます。

 • スタンドアロンのホワイトボードを使用すると、プレゼンタは白色の背景にコンテンツを
作成できます。

 • オーバーレイのホワイトボードを使用すると、プレゼンタは共有ツールの既存のドキュメ
ント上にコンテンツを作成して、ドキュメントに注釈や描画を追加できます。プレゼン
テーション、JPG、および SWF 上にホワイトボードを重ねることができます。

共有をオフにするか、共有ツールのコンテンツを変更するか、または共有ツールを閉じても、
ホワイトボードはまだ会議室の一部であるため、再度表示できます。共有ツールを削除する
と、ホワイトボードは削除されます

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 空白の共有ツール内でのスタンドアロンのホワイトボードの作成（P.1-58）

 • 共有ツール内のドキュメントまたは共有スクリーンへのオーバーレイ ホワイトボードの追
加（P.1-59）

 • 既存のホワイトボードの表示（P.1-59）

 • ホワイトボードのクリア（P.1-59）

 • 複数のホワイトボードのページ間を移動する（P.1-59）

 • ホワイトボードの描画ツール（P.1-60）

空白の共有ツール内でのスタンドアロンのホワイトボードの作成

空白の共有ツール内でスタンドアロンのホワイトボードを作成するには

ステップ 1 共有ツールで、[ ホワイトボード ] をクリックします。

または

会議コンソールのメニュー バーで、[ ツール ] > [ 共有 ] をクリックします。

または

共有ツールの下部にあるコントロール領域で、[ 共有 ] をクリックします。

ステップ 2 [ 新規ホワイトボード ] をクリックします。ツールに空白のホワイトボードが表示されます。

.

時刻 スライドの再生中に、現在のスライドの時間と、スライドの合計時
間を表示します（例：00.02/00.05）。

オーディオ ボリューム スライドに設定されたボリューム レベルを表示します。

添付 追加された添付（ドキュメント、スプレッドシート、イメージ、
URL など）を示す小さなウィンドウを表示します。

サイドバーの表示 / 非表示 サイドバーを表示または非表示にします。
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共有ツールについて
共有ツール内のドキュメントまたは共有スクリーンへのオーバーレイ ホワイトボードの
追加

共有ツール内のドキュメントまたは共有スクリーンにオーバーレイ ホワイトボードを追加するには

ステップ 1 共有ツールで、[ ドキュメント ] をクリックします。

ステップ 2 共有ツールのコントロール スリップで、[ ホワイトボードのオーバーレイ ] をクリックします。

または

共有ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリック
し、次に [ ホワイトボードのオーバーレイ ] をクリックします。

または

共有しているアプリケーションのウィンドウの右上隅にある、赤色の [ 共有の停止 ] ボタンの
横の矢印をクリックし、次に [ 一時停止および注釈作成 ] をクリックします。

または

デスクトップ全体を共有している場合は、システム トレイ（Windows）またはアイコン バー
（Macintosh）で [Cisco Unified Presenter アドイン ] アイコン（赤色のドア）をクリックし、次に 

[ 一時停止および注釈作成 ] をクリックします。

既存のホワイトボードの表示

既存のホワイトボードを表示するには

ステップ 1 会議コンソールのメニュー バーで、[ ツール ] > [ 共有 ] をクリックします。

または

共有ツールの下部にあるコントロール領域で、[ 共有 ] > [ ホワイトボード ] をクリックします。

ステップ 2 表示したいホワイトボードの名前を選択します。

ホワイトボードのクリア

ホワイトボードをクリアするには

Ctrl キーを押した状態で D キーを押すか、または [ クリア ] をクリックします（ホワイトボー
ドのクリアを元に戻す必要がある場合は、Ctrl キーを押した状態で Z キーを押します）。

複数のホワイトボードのページ間を移動する

スタンドアロンのホワイトボードは、複数のページで構成されます。会議中に複数のホワイト
ボードのページを表示する必要がある場合、早送りと巻き戻しの矢印ボタンを使用して、ペー
ジ間を移動できます。
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共有ツールについて
複数のホワイトボードのページ間を移動するには

ステップ 1 [ ホワイトボード ツール ] ボタンをクリックします。ページ番号と次および前のページのボタ
ンがツールバーに表示されます。

ステップ 2 適用可能なオプションを選択します。

ホワイトボードの描画ツール

表 1-12 では、ホワイトボード上にテキストおよび描画を作成するために使用できるツールを示
しています。ツールを表示するには、[ ホワイトボード ] ツールの右下隅にある [ ホワイトボー
ド ツール ] アイコン（鉛筆の付いたボックス）をクリックします。

右向きの矢印 次のページを表示します。

左向きの矢印 前のページを表示します。

表 1-12 ホワイトボードの描画ツール

アイコン アイコン名 説明

選択ツール ホワイトボードの図形や領域を選択します。1 つの図形を選択するには、その
図形をクリックします。その中に含まれるすべての図形を選択する、四角形で
囲まれた選択範囲を作成するには、ホワイトボードまたはコンテンツ上でド
ラッグします。四角形の選択範囲には、選択した図形をサイズ変更するための 
8 個のコントロール ポイントがあります。サイズ変更の際に縦横比を維持する
場合は、隅のコントロール ポイントを Shift キーを押した状態でドラッグしま
す。1 つの図形を移動するには、その図形を選択してドラッグします。選択範
囲に図形を追加するには、その図形を Shift キーを押しながらクリックします。

鉛筆ツール 自由形式の線を作成します。[ ホワイトボード ツール ] の下部にある色の選択
ツールと線の幅のポップアップ メニューを使用して、線の色と線の幅をカスタ
マイズできます。

マーカー ツール 自由形式の太いマーカーの線を作成します。[ ホワイトボード ツール ] の下部に
ある色の選択ツールと線の幅のポップアップ メニューを使用して、線の色と線
の幅をカスタマイズできます。

直線ツール 2 点間に直線を引きます。[ ホワイトボード ] ツールの下部にある色の選択ツー
ルと線の幅のポップアップ メニューを使用して、線の色と線の幅をカスタマイ
ズできます。[ ホワイトボード ] ツールの下部の矢印ボタンを使用して、矢印を
作成できます。Shift キーを押した状態で線を引くと、線は 45 度ごとにスナッ
プします。

矩形ツール 正方形および四角形の図形を作成します。色の選択ツールと線の幅のポップ
アップ メニューを使用して、線の色、塗りつぶしの色、および線の幅をカスタ
マイズできます。線の色と塗りつぶしの色の設定として、無色を使用できます。
ただし、線の色と塗りつぶしの色の両方に、無色を使用することはできません。
図形を拡大するには、ドラッグします。正方形を作成するには、矩形の作成の
際に Shift キーを押したままにします。
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[ 参加者リスト ] ツールについて 
[ 参加者リスト ] ツールについて
[ 参加者リスト ] ツールには、会議にログインしている各参加者の名前、ロール、およびス
テータスが表示され、現在発言している参加者も示されます。参加者は、自分の名前の横にあ
る参加者ステータスを表示することにより、プレゼンタと通信できます（たとえば、[ 質問が
あります ]、[ もっと速く話してください ]、または [ もっとゆっくり話してください ] など）。

会議に音声またはビデオが含まれる場合、参加者は電話またはビデオ会議にダイヤルアウトし
て参加したり、ビデオ オプションを設定したり、サブ会議室に移動したり、電話をミュートし
たり、ビデオを一時停止したりできます。

会議の主催者は、[ 参加者リスト ] ツールを使用して、会議の出席を管理したり、参加者のア
クセス権を変更したり、選択した参加者をサブ会議室に移動したり、参加者をミュートまたは
ミュート解除できます。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にログインしたプロファイル ユーザは、Cisco 
Unified MeetingPlace に登録されているとおりに、[ 参加者リスト ] ツールでフルネームでリス
トされます。参加者がゲストとしてログインしている場合は、[ 参加者リスト ] ツール内の名

楕円ツール 円および楕円の図形を作成します。色の選択ツールと線の幅のポップアップ メ
ニューを使用して、線の色、塗りつぶしの色、および線の幅をカスタマイズで
きます。図形を拡大するには、ドラッグします。円を作成するには、楕円の作
成の際に Shift キーを押したままにします。

テキスト ツール フロート状態の複数行のテキスト フィールドを作成します。色の選択ツール、
フォントのポップアップ メニュー、およびフォント サイズのポップアップ メ
ニューを使用して、塗りつぶしの色、フォント フェイス、およびフォント サイ
ズをカスタマイズできます。入力できる場所にドラッグしてテキスト領域を作
成します。

スタンプ ツール 画面上にチェック マーク、矢印、星、または十字を残します。チェック マーク
は、デフォルトのスタンプです。矢印、星、チェック マーク、および十字のボ
タンをクリックして、スタンプのイメージを変更できます。色の選択ツールと
サイズのポップアップ メニューを使用して、イメージの色と図形のサイズをカ
スタマイズできます。

元に戻す 前の操作を元に戻します。以下の操作を元に戻すことができます。図形の描画、
図形の移動、図形のサイズ変更、ホワイトボードのクリア、および図形のプロ
パティの変更です。ツール内でこの操作を実行できる回数に制限はありません。

やり直し 前の操作を繰返します。

クリア ホワイドボード上のすべてのものを削除します。

印刷 ホワイトボードのコンテンツを印刷します。

Adobe Acrobat Professional をインストールしている場合は、ホワイトボードの
コンテンツを PDF ファイルに印刷してアーカイブできます。

表 1-12 ホワイトボードの描画ツール

アイコン アイコン名 説明
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[ 参加者リスト ] ツールについて
前は、そのゲストがログイン時に入力した名前に、「（ゲスト）」が追加されたものになります。
電話で、関連する Web セッションがない会議に参加している参加者は、「ゲスト ユーザ（発信
者 ID）」としてリストされます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 参加者リストの参加アイコン（P.1-62）

 • 会議コンソール アクセス権の表示または変更（P.1-63）

 • 会議参加者へのダイヤルアウト（P.1-64）

 • オーディオ サブ会議室（P.1-65）

 • 参加者の音声のミュート（P.1-66）

 • 会議コンソールからのすべての参加者の音声のミュート（P.1-66）

 • 待合室への参加者の配置（P.1-67）

 • 同じ参加者の 2 つのリスト表示の結合（P.1-67）

 • 参加者の拡張権限の変更（P.1-68）

 • 参加者の名前の変更（P.1-68）

 • 会議からの参加者の削除（P.1-69）

 • 参加者のステータスの変更（P.1-69）

 • 接続ステータス インジケータの表示（P.1-70）

参加者リストの参加アイコン

表 1-13 は、[ 参加者リスト ] ツールに表示されるアイコンを示しています。

表 1-13 [ 参加者 ] タブ上の参加アイコンの説明 

アイコン 説明

 参加者が、主催者アクセス権で Web 会議に接続されていることを示します。

 参加者が、プレゼンタ アクセス権で Web 会議に接続されていることを示します。

 参加者が、聴衆者アクセス権で Web 会議に接続されていることを示します。

 参加者名またはゲスト ダイヤルイン情報が後に続いて表示されているときは、その参加者が電話での
み会議に接続されていることを示します（参加者が Web 会議にログインしていないか、参加者の Web 
ログインが別途リストされているかのどちらかです。後者の場合は、主催者は手動で 2 つの入席を結
合できます）。

「リモート サーバ（< サーバ名 >）」が後に続いて表示されているときは、Cisco Unified MeetingPlace 
Audio Server がマルチサーバ会議に接続されていることを示します。

 参加者がビデオ エンドポイントに接続されていることを示します。

 参加者が音声エンドポイントに接続されていることを示します。音声エンドポイントは、電話機また
はマイク付きのビデオ エンドポイントです。

 音声エンドポイントがミュートされていることを示します。音声エンドポイントは、電話機またはマ
イク付きのビデオ エンドポイントです。
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会議コンソール アクセス権の表示または変更

主催者は、[ 参加者リスト ] ツールに表示される参加者のアクセス権を変更し、必要に応じて
参加者を昇格または降格できます。

主催者は、自分自身のアクセス権を変更することもできます。自身をプレゼンタまたは参加者
に降格して、他のアクセス権を持つ参加者が会議室で何を表示しているかを確認できます。自
身を [ 参加者リスト ] ツールで降格することはできますが、昇格することはできません。代わ
りに、[ 表示 ] メニューを使用する必要があります（たとえば、自身を参加者に降格した場合、
[ 表示 ] メニューから [ プレゼンタ画面 ] または [ 主催者画面 ] をクリックし、自身をこれらの
ロールのいずれかに昇格できます）。

このセクションでは、3 つの手順を説明します。

 • 参加者についての情報を表示するには

 • 1 人または複数の参加者の会議コンソール アクセス権を変更するには（主催者のみ）

 • 会議コンソール アクセス権を変更するには（主催者のみ）

参加者についての情報を表示するには

参加者のフルネーム、会議のロール、音声およびビデオ会議のステータス、接続ステータス、
および拡張権限（存在する場合）を表示するには、各参加者の名前の上にポインタを置きます。

1 人または複数の参加者の会議コンソール アクセス権を変更するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、アクセス権を変更する参加者の名前をクリックします（複数の参加
者のアクセス権を変更するには、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリック
します）。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの左下隅にある [ 権限の変更 ] アイコン（緑色の矢印の付いた人）をク
リックします。

ステップ 3 ポップアップ メニューで、選択した参加者に付与するロールをクリックします。[ 主催者 ]、[
プレゼンタ ]、または [ 参加者 ] です。

すべての参加者のスクリーンでその参加者のアイコンが変更され、リスト内の参加者名はロー
ルに従って再分類されます。

 参加者がリスナーとして音声会議に接続されていることを示します。ウェブセミナ会議の場合、リス
ナーには会議のホストの許可なしに発言する権限がありません。

 参加者が待合室に入れられ、他の参加者の発言を聞くことができないことを示します。

表 1-13 [ 参加者 ] タブ上の参加アイコンの説明 ( 続き )

アイコン 説明
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[ 参加者リスト ] ツールについて
会議コンソール アクセス権を変更するには（主催者のみ）

ステップ 1 Web アクセス権を変更するには、会議室ウィンドウの上部にあるメニュー バーで、[ 表示 ] を
クリックします。

ステップ 2 次の適用可能なビューをクリックします。[ 主催者画面 ]、[ プレゼンタ画面 ]、または [ 聴衆者
画面 ] です。

会議参加者へのダイヤルアウト

会議の主催者は、会議コンソールから Web 会議の参加者にダイヤルアウトして、会議の音声部
分に参加者を追加したり、新しい参加者にダイヤルアウトして、その参加者を会議に追加した
りできます。

このセクションでは、2 つの手順を説明します。

 • 現在の会議参加者にダイヤルアウトするには（主催者のみ）

 • 新しい参加者にダイヤルアウトするには（主催者のみ）

現在の会議参加者にダイヤルアウトするには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします。

ステップ 2 [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択したユーザへの接続 ] をクリックします。[ 選択したユーザへの接続 ] ダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 4 適用可能なオプションを選択します。

ステップ 5 [ 今すぐ接続 ] をクリックします。

新しい参加者にダイヤルアウトするには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 2 [ 新しいユーザへの接続 ] をクリックします。[ 新しいユーザへの接続 ] ダイアログボックスが
表示されます。

電話番号を使用 電話にダイヤルアウトします。デフォルト以外の電話番号にダイ
ヤルするには、新しい電話番号を入力します。

ビデオエンドポイント番号を
使用

ビデオ エンドポイントにダイヤルアウトします。デフォルト以
外の番号にダイヤルするには、新しいビデオ エンドポイント番
号を入力します。
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ステップ 3 適用可能なオプションを選択します。

ステップ 4 [ 今すぐ接続 ] をクリックします。

オーディオ サブ会議室

いつでもサブ会議室に移動して、他の会議参加者と独立した音声による対話を行うことができま
す。発信者が会議の音声部分に参加した後に利用できる、9 つのサブ会議室（1 ～ 9 までの番号
を持つ）があります。主催者は、参加者をサブ会議室に、およびサブ会議室間で移動できます。

音声会議に参加するが、会議の Web ベースの部分には参加しない参加者は、電話機のキーパッ
ドを使用してオーディオ サブ会議室に参加できます。Web のみで（電話は使用せず）会議に参
加する参加者は、オーディオ サブ会議室に参加できません。

参加者は、一度に 1 つの音声会議室にだけ入室できます。デフォルトでは、すべての参加者は
会議への参加時にメインの音声会議室に入れられます。参加者がサブ会議室に入ると、[ 参加
者リスト ] ツールにはサブ会議室がリストされ、部屋の名前の下に参加者の名前がグループ化
されて表示されます。

注 サブ会議室の音声は、会議の記録には含まれません。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • オーディオ サブ会議室へ（から）の移動（参加者およびプレゼンタ）（P.1-65）

 • オーディオ サブ会議室へ（から）の参加者の移動（主催者のみ）（P.1-66）

オーディオ サブ会議室へ（から）の移動（参加者およびプレゼンタ）

オーディオ サブ会議室へ（から）移動するには（参加者およびプレゼンタ）

ステップ 1 移動するサブ会議セッション（1 ～ 9 のいずれかの数字）を決めたら、この「部屋」に集まる
よう他の参加者に呼びかけます。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）
をクリックします。

ステップ 3 [ オーディオ サブ会議室に移動 ] をクリックします。

注 会議にダイヤルインしており、電話がユーザ プロファイルまたはゲスト ログインに関
連付けられている場合しか、このオプションにアクセスできません。

電話番号を使用 電話にダイヤルアウトします。デフォルト以外の電話番号にダイ
ヤルするには、新しい電話番号を入力します。

ビデオエンドポイント番号を
使用

ビデオ エンドポイントにダイヤルアウトします。デフォルト以
外の番号にダイヤルするには、新しいビデオ エンドポイント番
号を入力します。
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ステップ 4 参加するオーディオ サブ会議室の名前をクリックします。[ メイン ルーム ] をクリックして、
メイン音声会議室に戻ります。

オーディオ サブ会議室へ（から）の参加者の移動（主催者のみ）

主催者は、自分自身や他の参加者をサブ会議室に移動させることができます。

オーディオ サブ会議室へ（から）参加者を移動するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者を移動するには、
Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 [ 音声 / ビデオのオプション ] アイコン（電話およびビデオ カメラ）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択したオーディオ サブ会議室に移動 ] をクリックします。

ステップ 4 適用可能なオプションを選択します。

参加者の音声のミュート

背後の雑音の原因を特定するには、[ 参加者リスト ] ツールの [ 発言 ] セクションを参照して、
だれが（発言者の他に）表示されているかを確認します。会議の主催者は、他の参加者の音声

（電話回線またはビデオ エンドポイントに関連付けられた音声）をミュートできます。

参加者の音声をミュートするには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者をミュートするに
は、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 [ ボリュームのオプション ] アイコン（プラス記号の付いたスピーカー）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択したユーザのミュート ] をクリックします。

会議コンソールからのすべての参加者の音声のミュート

主催者は、すべての参加者の音声を会議コンソールから同時にミュートできます。次の点に注
意してください。

 • [ すべてミュート ] 機能では、会議参加者の音声アクセス権は変更されません。ユーザは電
話機または Web で、いつでも自分自身のミュートを解除できます。

< オーディオ サブ会議室の名前 > オーディオ サブ会議室へ参加者を移動するには

メイン会議 参加者をメインのオーディオ会議室に戻します。

メインのオーディオ室にすべて戻す すべての参加者をメインのオーディオ会議室に移動します。
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 • [ すべてミュート ] 機能が実行された後で会議に入席したユーザは、入席時に自動的に
ミュートされます。

 • この機能は、実行時にサブ会議セッションにいるユーザには影響を与えません。ただし、
これらのユーザはメイン会議に戻るときにミュートされます。

 • この機能は、リモート サーバ上のユーザには影響を与えません。

会議コンソールからすべての参加者の音声をミュートするには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの [ ボリュームのオプション ] アイコン（プラス記号の付いたスピー
カー）をクリックします。

ステップ 2 [ すべてミュート ] をクリックします。これによって、自分以外のすべての音声がミュートされ
ます。

待合室への参加者の配置

主催者は、個々の会議参加者を待合室に入れることができます。待合室では、発信者は互いの
声が聞こえず、ビデオ発信者は互いに見えません。

待合室に参加者を配置するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者を待合室に入れるに
は、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 [ 保留 ] アイコン（手）をクリックします。

ヒント 主催者とプレゼンタ以外のすべての参加者を待合室に入れるには、[ 会議 ] メニューで 
[ 聴衆者 / リスナーを待合室に移動 ] をクリックします。

同じ参加者の 2 つのリスト表示の結合

参加者が Web 会議にログインしてからオーディオ会議にダイヤルインする場合は、2 つの入席
がマージされ、そのユーザに対して 1 つの名前だけが表示されます。ただし、未確認の電話番
号で参加者が Cisco Unified MeetingPlace にダイヤルしてから Web 上の会議にログインする場合
は、「ゲスト ユーザ（< 発信者 ID>）」として表示されるのに加え、Web 会議へのログイン時に
入力されたプロファイル名またはゲスト名として、合わせて 2 度、参加者がリストに表示され
る可能性があります。参加者が 2 度表示されていることを主催者が知っている場合、主催者は [
ユーザの結合 ] 機能を使用して 2 つの表示を 1 つに結合できます。

同じ参加者の 2 つのリスト表示を結合するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者のリスト表示の 1 つをクリックします。

ステップ 2 Ctrl キーを押しながら、他のリスト表示をクリックします。
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ステップ 3 ツールの下部にある [ ユーザの結合 ] アイコン（2 つの緑の矢印）をクリックします。

参加者の拡張権限の変更

主催者は、参加者の権限を変更して、選択されたツールを参加者に制御させることができま
す。これは、プレゼンタまたは主催者のアクセス権を持つよう参加者を昇格せずに、参加者の
権限を拡張する方法です。

参加者の拡張権限を変更するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者の権限を変更するに
は、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）
をクリックします。使用可能なツール オプションがリストされたポップアップ メニューが表
示されます。

ステップ 3 [ 拡張権限の変更 ] をクリックします。

ステップ 4 ダイアログボックスで、参加者に制御させたいツールを選択します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。ユーザは、選択したツールの種類のすべてのインスタンスについて、
全機能を使用できます。

参加者の名前の変更

主催者は、[ 参加者リスト ] ツールに表示される参加者の名前を変更できます。

参加者の名前を変更するには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）
をクリックします。使用可能なツール オプションがリストされたポップアップ メニューが表
示されます。

ステップ 3 [ 選択した参加者の名前の変更 ] をクリックします。[ 参加者の名前の変更 ] ウィンドウが開き
ます。

ステップ 4 参加者の名前を編集または新しく入力します。参加者の電話番号またはビデオエンドポイント
番号の入力または編集もできます。

ステップ 5 [OK] をクリックします。
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会議からの参加者の削除

主催者は、会議から参加者を退室させることができます。参加者の端末の Web セッション、お
よび関連する音声セッションとビデオ セッション（該当する場合）が終了すると、会議室が閉
じ、ユーザが退席を求められたことを示すメッセージに置き換えられます。ユーザは、会議へ
の接続が切断されたというアナウンスを聞きます。

会議から参加者を削除するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、削除する参加者の名前をクリックします（複数の参加者を削除する
には、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 [ 参加者リスト ] ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）
をクリックします。使用可能なツール オプションがリストされたポップアップ メニューが表
示されます。

ステップ 3 [ 選択したユーザの退室 ] をクリックします。

参加者のステータスの変更

デフォルトでは、参加者のステータスは空白です。ただし、参加者は自分のステータスを変更
して、プレゼンテーションに質問または問題があることを示すようにできます。参加者がス
テータスを選択すると、参加者名の右側にアイコンが表示されます。参加者は、会議中はいつ
でも、自分のステータスを変更またはクリアできます。主催者は、別の参加者のステータスを
クリアできます（たとえば、プレゼンタが質問または問題を解決した場合）。

このセクションでは、2 つの手順を説明します。

 • ステータスを変更またはクリアするには

 • 参加者のステータスをクリアするには（主催者のみ）

ステータスを変更またはクリアするには

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、[ ステータス ] バーをクリックします。使用可能なステータスの設
定がリストされたポップアップ メニューが表示されます。

ステップ 2 他の参加者に表示したいステータスの名前をクリックします。ステータスをクリアするには、
[ ステータスのクリア ] をクリックします。

参加者のステータスをクリアするには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールで、参加者の名前をクリックします（複数の参加者のステータスをクリ
アするには、Shift または Ctrl キーを押した状態で追加の参加者をクリックします）。

ステップ 2 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 3 [ ユーザ ステータスのクリア ] をクリックします。
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チャット ツールについて
接続ステータス インジケータの表示

携帯電話の信号強度を示すバーに似たバーのグループを、[ 参加者リスト ] ツール内の名前の
横に表示させて、参加者の接続ステータスを示すことができます。接続が現在の会議室の帯域
幅を下回ると、アイコンのバーの数が減少します。

主催者は、ネットワーク接続ステータス インジケータを会議中にいつでもオンまたはオフに設
定できます。デフォルトでは、オフです。

接続ステータス インジケータを表示するには（主催者のみ）

ステップ 1 [ 参加者リスト ] ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）
をクリックします。

ステップ 2 [ 接続ステータスの表示 ] をクリックします。

チャット ツールについて
会議コンソールのチャット ツールを使用すると、他の参加者とテキスト メッセージを交換で
きます。

プレゼンタは、同時に複数のチャット ツールを使用できます。主催者がプレゼンタ限定領域を
有効にした場合、この領域にはいわば「ステージ裏」で他のプレゼンタとチャットするために
使用できる [ プレゼンタ チャット ] ツールが含まれます。

チャット ツールには、メッセージが送信されると表示され、ツール内に順次リストされます。
プレゼンタは参加者に、非公開チャットの実施、チャットのクリア、またはチャット通知をオ
フにすることを許可できます。チャット ツールのコンテンツは永続的で、削除するまで会議室
に残ります。今後使用するためにチャット ツールの内容を保存する場合は、電子メールで送信
できます。

会議の参加者からのチャット メッセージを受信すると、チャット ツールに送信者名とメッ
セージが表示されます。メッセージが全員に送信された場合、送信者名の後にメッセージが表
示されます。メッセージが自分だけに送信された場合は、送信者名の後に「（非公開）」と表示
されます。メッセージがプレゼンタだけに送信された場合は、送信者名の後に「（プレゼン
タ）」と表示されます。

Q & A ツールにチャット ツールをリンクすると、ブロードキャスト チャット メッセージは主
催者またはプレゼンタのアクセス権を持つユーザだけが使用できます。参加者アクセス権を持
つユーザは、質問の送信だけを行えます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • チャット メッセージの送信（P.1-71）

 • 参加者間の非公開チャットの無効化（主催者のみ）（P.1-71）

 • チャット ツールからのメッセージのクリア（P.1-72）

 • チャット通知の無効化（P.1-72）

 • チャット履歴を電子メールで送信（P.1-72）
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チャット メッセージの送信

チャット ツールを使用してチャット メッセージを作成し、特定の参加者、会議の全プレゼン
タ、または全参加者（参加者、プレゼンタ、および主催者）のアドレスを指定できます。

会議の参加者からのチャット メッセージを受信すると、チャット ツールに送信者の名前と
メッセージが表示されます。メッセージが全員に送信された場合は、送信者の名前の後にメッ
セージが表示されます。メッセージが自分だけに送信された場合は、送信者の名前の後に

「（非公開）」と表示されます。メッセージがプレゼンタだけに送信された場合は、送信者の名
前の後に「（プレゼンタ）」と表示されます。

チャット メッセージを送信するには

ステップ 1 チャット ツールの [ 宛先 ] フィールドで、参加者の名前、[ プレゼンタ ]、または [ 全員 ] のう
ち、メッセージの受信者に該当するオプションを選択します。

ステップ 2 チャット ツールにあるテキスト ボックスをクリックします。

ステップ 3 メッセージを入力します。

ステップ 4 テキスト ボックスの横にある [ メッセージの送信 ] アイコン（黒の矢印）をクリックします。

または

Enter キーを押します。

チャット ツールに自分の名前が表示され、選択した受信者と自分のメッセージが後に表示され
ます。

参加者間の非公開チャットの無効化（主催者のみ）

デフォルトでは、2 人の参加者が非公開でチャットできます。[ 参加者の非公開チャットを有効に
する ] が選択されている場合、参加者は個々の参加者、プレゼンタ、および全参加者にメッセー
ジを送信できます。主催者は、このオプションを無効にし、非公開チャットを防止できます。

参加者間の非公開チャットを無効にするには（主催者のみ）

ステップ 1 チャット ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をク
リックします。

ステップ 2 オプションを無効にするには、[ 参加者の非公開チャットを有効にする ] をクリックします。オ
プションが無効になるとチェック マークが表示されなくなります。

注 チャット ツールが Q & A ツールにリンクされている場合、このオプションは使用でき
ません。
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チャット ツールについて
チャット ツールからのメッセージのクリア

空白のチャット ツールが会議中に必要な場合、主催者またはプレゼンタは全参加者のすべての
メッセージをクリアできます。

チャット ツールからメッセージをクリアするには

ステップ 1 チャット ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をク
リックします。

ステップ 2 [ チャットのクリア ] をクリックします。全参加者のチャット ツールからテキストがすべて削
除されます。

チャット通知の無効化

主催者またはプレゼンタが Cisco Unified Presenter アドインを使用している場合、プレゼンテー
ション中に会議ウィンドウが 小化または全画面に 大化されていて、チャット ツールが隠れ
ていても、チャット通知によって参加者と通信できます。全画面またはスクリーン共有モード
でプレゼンテーションを行っているときに参加者からメッセージが送信されると、通知が画面
右下隅に表示されます。送信者の名前とメッセージの 初の数語が通知ウィンドウに表示され
ます。

デフォルトでは、チャット通知は有効です。プレゼンテーション中に通知を表示したくない場
合は、無効にできます。

チャット通知を無効にするには

ステップ 1 チャット ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をク
リックします。

ステップ 2 [ チャット通知を無効にする ] をクリックします。

チャット履歴を電子メールで送信

会議の主催者は、チャット履歴を電子メールで送信できます。

チャット履歴を電子メールで送信するには

ステップ 1 チャット ツールで、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 2 [ チャット履歴を電子メールで送信 ] をクリックします。デフォルトの電子メール クライアン
トに、新規メッセージが表示されます。このメッセージの件名は「チャット履歴」、メッセー
ジの本文はチャット ツールのコンテンツです。

注 このオプションを使用するためには、Cisco Unified Presenter アドインがインストールさ
れている必要があります。
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ステップ 3 必要に応じて、ノートを編集し、メッセージの受信者のアドレスを指定し、送信します。

ノート ツールについて
主催者またはプレゼンタは、会議のノートを取るために、すべての参加者に表示されるノート 
ツールを使用できます。チャット ツールのチャット メッセージとは異なり、ノート ツールの
テキスト ノートはプレゼンタだけが作成および表示できます。これは、会議を通じて、または
プレゼンタがノートを編集するか別のノートを表示するまで、ノート ツールに表示されます。
主催者はノート ツールをビューから削除するか、またはノート ツールを含まない別の会議室
のレイアウトに切り替えることができます。

ノート ツールは、次のいくつかの方法で使用できます。

 • 会議全体で参加者に表示される 1 つの、永続的なノートを作成する。

 • 複数のノートを 1 つのツールで作成する。

 • 複数のノート ツールを作成して異なるノートを表示する。

ノート ツールのコンテンツを電子メールで送信することもできます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • ノート ツールの作成（P.1-73）

 • ノート ツールへのノート追加（P.1-74）

 • ノート ツールでの複数のノートの作成（P.1-74）

 • ノートの編集（P.1-75）

 • ノートの名前の変更（P.1-75）

 • ノートの削除（P.1-76）

 • ノート ツールのコンテンツを電子メールで送信（P.1-76）

ノート ツールの作成

主催者は、それぞれ独自のテキストの書かれた複数のノート ツールを作成し表示できます。別
のレイアウトと会議には、別のノート ツールを使用できます。ノート ツールを作成する場合
は、ノート 1 やノート 2 などの、デフォルトの名前が割り当てられます。ノート ツールの名前
は作成後に変更できます。
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ノート ツールについて
ノート ツールを作成するには

会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ ノート ] をクリックしてから、[ 新規ノート ] をク
リックします。

または

ノート ツールで、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックしてから、
[ 新規ノート ] をクリックします。

新しいノート ツールが表示されます。ツールの移動、サイズ変更、名前変更を行うことができ
ます。

ノート ツールへのノート追加

主催者またはプレゼンタは、任意のノート ツール内でテキストを追加または変更できます。

ノート ツールにノートを追加するには

ステップ 1 ノート ツール内の任意の場所をクリックします。

ステップ 2 ノート ツールに表示したいテキストを入力します。新しいテキストがすぐに会議の参加者に表
示されます。

ノート ツールでの複数のノートの作成

主催者またはプレゼンタは、1 つのノート ツールで複数のノートを作成して、どのノートを表
示するかを選択できます。このセクションでは、2 つの手順を説明します。

 • ノート ツールで複数のノートを作成するには

 • ノート ツールに表示されるノートを選択するには

ノート ツールで複数のノートを作成するには

ステップ 1 ノート ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリッ
クします。

ステップ 2 [ 新規ノート ] をクリックします。

ノート ツールに表示されるノートを選択するには

ステップ 1 ノート ツールの右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリッ
クします。

ステップ 2 [ ノートの選択 ] をクリックします。
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ステップ 3 表示したいノートの名前をクリックします。

ノートの編集

主催者またはプレゼンタは、ノート ツール内でテキストを編集できます。ツール内のテキスト
はすべて、同じフォーマットが使用されます。編集の変更はすべて、すぐに参加者に表示され
ます。

ノートを編集するには

ステップ 1 編集したいテキストが含まれているノート ツール内の任意の場所をクリックします。

ステップ 2 テキストを変更します。

ステップ 3 テキストのサイズを変更するには、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をク
リックしてから、[ テキスト サイズ ] をクリックして、サイズを選択します。

ステップ 4 テキストの配置を変更するには、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をク
リックして、[ 左揃え ]、[ 中央揃え ]、または [ 右揃え ] からオプションを選択します。

ノートの名前の変更

主催者またはプレゼンタがノートを作成する場合、ノート 1 やノート 2 などの、デフォルトの
名前が割り当てられます。主催者であれば、ノートの名前を変更できます。

ノートの名前を変更するには

ステップ 1 名前をダブルクリックして、新しい名前を入力します。

または

[ ツールの整理 ] ダイアログボックスを使用します。

a. 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ ツールの整理 ] をクリックします。[ ツールの整
理 ] ダイアログボックスが表示されます。

b. 変更したいノート ツールの名前をクリックします。

c. [ 名前の変更 ] をクリックします。[ ツール名の変更 ] ダイアログボックスが表示されます。

d. 新しい名前を入力します。

e. [OK] をクリックします。[ ツールの整理 ] ダイアログボックスに新しい名前が表示されます。

f. [ 完了 ] をクリックします。
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ノートの削除

ノートを削除するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ ツールの整理 ] をクリックします。[ ツールの整理 ] 
ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 削除したいノートの名前を選択します。

ステップ 3 [ 削除 ] をクリックします。

ステップ 4 [ 完了 ] をクリックします。

ノート ツールのコンテンツを電子メールで送信

会議の主催者は、ノートのコンテンツを電子メールで送信できます。

ノート ツールのコンテンツを電子メールで送信するには

ステップ 1 ノート ツールで、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 2 [ ノートを電子メールで送信 ] をクリックします。デフォルトの電子メール クライアントに、
新規メッセージが表示されます。このメッセージの件名は「ノート」、メッセージの本文は
ノート ツールのコンテンツです。

注 このオプションを使用するためには、Cisco Unified Presenter アドインがインストールさ
れている必要があります。

ステップ 3 必要に応じて、ノートを編集し、メッセージの受信者のアドレスを指定し、送信します。

投票ツールについて
主催者は、投票ツールを使用して、参加者に対する質問または投票を作成し、結果を表示でき
ます。主催者とプレゼンタはいずれも、既存の投票を編集したり、投票を開いたり閉じたり、
参加者に投票結果を公開できます。主催者とプレゼンタは、投票することもできます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 投票の質問の作成（P.1-77）

 • 既存の投票の編集（P.1-77）

 • 投票結果のフォーマットの選択（P.1-78）

 • 投票結果の公開（P.1-78）

 • 投票結果のクリア（P.1-78）
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投票の質問の作成

参加者に投票を実施するには、主催者が新しい投票ツールを作成する必要があります。投票
ツールが作成されると、主催者またはプレゼンタは投票の質問を作成および編集できます。

[ プレゼンテーション ] または [ ウェブセミナ ] テンプレート（またはこれらのテンプレートの 
1 つから派生したテンプレート）を使用して作成された会議のレイアウトは、複数の投票ツー
ル ウィンドウが含まれる [ 投票を開く ] レイアウトです。

ヒント 会議中に投票の質問を作成し、質問を準備している間に参加者に空白の投票ツール ウィンドウ
を見せたくない場合は、準備モードに切り替えるか、または投票ツールをプレゼンタ限定領域
に移動させます。投票を開いた後は、準備モードから出るか、または投票ツールをステージに
戻します。

投票の質問を作成するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[ 投票 ] をクリックしてから [ 新しい投票 ] をクリッ
クします。準備モードで投票ツールが開きます。

ステップ 2 [ 質問 ] メニューで、適用可能なオプションを選択します。

ステップ 3 [ 質問 ] テキスト ボックスに質問のテキストを入力します。

ステップ 4 投票を有効にするには、[ 投票を開く ] をクリックします。

ステップ 5 すべての参加者に現在の投票結果の表示を許可するには、[ 結果を公開 ] をオンにします。

注 このオプションは、投票が [ 準備 ] モードのときには表示されません。

ヒント 主催者またはプレゼンタは、投票ツールの [ その他のオプション ] メニューにある [ 新規投票 ] 
をクリックして、1 つの投票ツールにさらに質問を追加できます。ツール内ですばやく移動す
るには、[ その他のオプション ] メニューで [ 投票の選択 ] をクリックしてから、移動先の質問
の名前をクリックします。

既存の投票の編集

主催者およびプレゼンタは、既存の投票を編集できます。投票の質問が [ 準備 ] モードのとき
は、複数の主催者およびプレゼンタが同時に編集できます。

注意 投票が開始されている投票の質問を編集すると、それまでに受信した結果は削除されます。

複数選択 回答のリストから 1 つだけ選択することを回答者に許可します。

複数回答 回答のリストから該当する任意の回答を選択するか、またはすべてを選択
することを回答者に許可します。
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投票ツールについて
既存の投票を編集するには

ステップ 1 投票ツールが表示されていない場合は、会議コンソールの [ ツール ] メニューで [ 投票 ] をク
リックし、投票の名前をクリックします。

ステップ 2 投票ツールで、[ 準備 ] をクリックします。

ステップ 3 投票、調査、または質問を編集します。アップデートされた質問が表示されます。

ステップ 4 投票の質問上で投票を再開するには、[ 投票を開く ] をクリックします。

投票結果のフォーマットの選択

主催者およびプレゼンタは、投票結果が表示されるフォーマットを選択できます。

投票結果のフォーマットを選択するには

ステップ 1 投票ツールが現在表示されていない場合は、会議コンソールの [ ツール ] メニューで [ 投票 ] を
クリックし、投票の名前をクリックします。

ステップ 2 [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 3 [ 結果の設定 ] をクリックし、[% で表示 ]、[ 数値で表示 ]、または [ 両方を表示 ] のうちで適用
できるオプションを選択します。

ステップ 4 個々の回答者がどう回答したかを表示するには、[ 個々の投票を表示する ] ボタンをクリックし
ます。会議の参加者に対する投票の回答者の数として、たとえば 9/10 のように表示されます。
これは自分の投票ツールの表示だけに影響し、他の主催者、プレゼンタ、または参加者には表
示されません。

投票結果の公開

主催者およびプレゼンタはすべて、デフォルトで投票結果を見ることができます。いずれの主
催者またはプレゼンタも、個々の投票の結果を参加者に見せることができます。

投票結果を公開するには

ステップ 1 投票ツールが表示されていない場合は、会議コンソールの [ ツール ] メニューで [ 投票 ] をク
リックし、投票の名前をクリックします。

ステップ 2 投票ツールで、[ 結果を公開 ] をクリックします。結果はすぐに参加者に表示されます。

投票結果のクリア

主催者またはプレゼンタは 1 つの投票について、これまでのすべての投票結果をクリアでき
ます。
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ファイル共有ツールについて
投票結果をクリアするには

ステップ 1 投票ツールで、[ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 2 [ すべての回答をクリア ] をクリックします。

ファイル共有ツールについて
主催者とプレゼンタは、会議の参加者と共有するファイルをコンピュータから、または会議の
添付からアップロードできます。参加者アクセス権を持つ会議の参加者は、ファイルをアップ
ロードできませんが、主催者は、参加者がファイルをアップロードできるように参加者のス
テータスを変更できます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • ファイル共有ツールへのファイルのアップロード（P.1-79）

 • ファイル共有ツールからのファイルのダウンロード（P.1-80）

 • ファイル共有ツールのファイルの名前の変更（P.1-80）

 • ファイル共有ツールからのファイルの削除（P.1-80）

ファイル共有ツールへのファイルのアップロード

コンピュータから、または会議の添付から、ファイルをアップロードできます。このセクショ
ンでは、2 つの手順を説明します。

 • 会議の添付からファイルをアップロードするには

 • コンピュータからファイルをアップロードするには

会議の添付からファイルをアップロードするには

ステップ 1 ファイル共有ツールで、[ ファイルのアップロード ] をクリックします。

ステップ 2 [ 添付資料から選択 ] をクリックします。

ステップ 3 ファイルを含むフォルダに移動します

ステップ 4 ファイル名をクリックして、[ 開く ] をクリックします。ファイル共有ツールにファイル名が表
示されます。

コンピュータからファイルをアップロードするには

ステップ 1 ファイル共有ツールで、[ ファイルのアップロード ] をクリックします。

ステップ 2 [ マイコンピュータから選択 ] をクリックします。[ コンテンツの参照 ] ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 3 ファイルを含むフォルダを参照します。
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ファイル共有ツールについて
ステップ 4 ファイル名をクリックして、[ 開く ] をクリックします。ファイル共有ツールにファイル名が表
示されます。

ファイル共有ツールからのファイルのダウンロード

別の会議参加者がユーザと共有したファイルを、コンピュータのハード ディスクに保存でき
ます。

適切なアクセス権を持つユーザは会議後に、 [ 会議の詳細 ] ページ上の [ 添付 / 記録 ] リンクか
ら、ファイル共有ツールにアップロードされたファイルにアクセスできます。

ファイル共有ツールからファイルをダウンロードするには

ステップ 1 ファイル共有ツールで、ダウンロードするファイルを選択します。

ステップ 2 [ マイコンピュータに保存 ] をクリックします。[ マイコンピュータに保存 ] ダイアログボック
スを持つブラウザ ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [ クリックしてダウンロード ] ボタンをクリックします。

ステップ 4 目的の場所に移動します。

ステップ 5 [ 保存 ] をクリックします。

ステップ 6 [ マイコンピュータに保存 ] ブラウザ ウィンドウを閉じて、会議コンソール ウィンドウに戻り
ます。

ファイル共有ツールのファイルの名前の変更

ファイルの名前を変更しても、ファイルの共有ツールに表示されるラベルが変更されるだけ
で、実際のファイル名は変更されません。

ファイル共有ツールでファイルの名前を変更するには

ステップ 1 ファイル共有ツールで、名前を変更するファイルを選択します。

ステップ 2 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択内容の名前変更 ] をクリックします。

ステップ 4 [ 名前 ] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、[OK] をクリックします。

ファイル共有ツールからのファイルの削除

ファイル共有ツールからファイルを削除するには

ステップ 1 ファイル共有ツールで、削除するファイルを選択します。
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Web リンク ツールについて  
ステップ 2 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択内容の削除 ] をクリックします。ファイルのリストにファイル名が表示されなくなります。

Web リンク ツールについて
会議中に、主催者またはプレゼンタが参加者に Web サイトを表示したいことがあります。Web 
リンク ツールを使用して、参加者のブラウザが指定された URL を開くように強制できます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 新しい Web リンクの追加（P.1-81）

 • Web リンクの全参加者への表示（P.1-81）

 • Web リンクの名前の変更（P.1-81）

 • Web リンクの削除（P.1-82）

新しい Web リンクの追加

新しい Web リンクを追加するには

ステップ 1 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 2 [ リンクの追加 ] を選択します。

ステップ 3 テキスト ボックスに URL 名と URL パスを入力します。

ステップ 4 [OK] をクリックします。URL 名が Web リンク ツールに表示されます。

Web リンクの全参加者への表示

Web リンクを全参加者に表示するには

ステップ 1 Web リンク ツールでリンクを選択するか、または [ 参照先 ] テキスト ボックスに URL を入力
します。

ステップ 2 [ 参照先 ] をクリックします。会議の参加者がリンクを参照します。

Web リンクの名前の変更

Web リンクの名前を変更するには

ステップ 1 Web リンク ツールで URL 名を選択します。

ステップ 2 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。
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Q & A ツールについて
ステップ 3 [ 選択したリンクの名前変更 ] をクリックします。

ステップ 4 [URL 名 ] テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。新しい URL 名が Web リンク ツールに表示されます。

Web リンクの削除

Web リンクを削除するには

ステップ 1 Web リンク ツールでリンクを選択します。

ステップ 2 右下隅にある [ その他のオプション ] アイコン（矢印の付いたギア）をクリックします。

ステップ 3 [ 選択内容の削除 ] をクリックします。Web リンク ツールにリンクが表示されなくなります。

Q & A ツールについて
主催者またはプレゼンタは、Q & A ツールを使用すると、会議中に質問と回答の管理をさらに
詳細に制御できるようになります。このツールで、質問を適切なプレゼンタにリダイレクト
し、質問に答える準備ができるまで質問をキューに入れることができます。

Q & A ツールは、チャット ツールにリンクされています。参加者がチャット ツールで質問する
と、プレゼンタはリンクされた Q & A ツールで回答できます。プレゼンタが質問に回答する
と、質問と回答がペアでチャット ツールに表示されます。

質問のキューを管理するには、他の質問を非表示にしながら特定の質問を表示できるように、
フィルタを適用できます。質問を選択および編集し、回答を入力し、すべての参加者または送
信者だけに回答を送信できます。

次の状況で Q & A ツールを使用する場合があります。

 • 参加者が 100 人以上の製品発表中、発言者がプレゼンテーションを行っている間に、質問
が Q & A ツール上のキューに追加されます。プレゼンテーションの終了後に、発言者は
メッセージを参照し、フィルタを適用し、質問の回答を開始します。

 • 物流上の質問は会議の主催者が回答しますが、技術的な問合せはプレゼンテーションを
行っているエンジニアに転送します。

 • 会議の主催者は、特定の返信を送信者だけに返します。すべての参加者に関係する返信は、
会議の全員に送信されます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • Q & A ツールの追加およびチャット ツールへのリンク（P.1-83）

 • チャット ツールでの質問の送信（P.1-83）

 • Q & A ツールを使用した質問への回答（P.1-83）
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Q & A ツールについて   
Q & A ツールの追加およびチャット ツールへのリンク

主催者またはプレゼンタは、既存のチャット ツールで会議室に Q & A ツールを追加できます。2 
つのツールの間のリンクを作成する必要があります。2 つのツールがリンクされると、チャット 
ツールの名前に「Q & A」が追加されます。[Q & A] モードでは、参加者はメッセージをプレゼ
ンタだけに送信できます。1 つの会議室には 1 つの Q & A ツールしか設定できません。

Q & A ツールを追加し、チャット ツールにリンクするには

ステップ 1 会議コンソールの [ ツール ] メニューで、[Q & A] をクリックします。

ステップ 2 Q & A ツールで、リンク先のチャット ツールの名前をクリックします。

ステップ 3 [ リンク ] をクリックします。チャット ツールは、Q & A ツールにリンクされ「Q & A」が
チャット ツールのタイトル バーに表示されます。

チャット ツールでの質問の送信

チャット ツールが Q & A ツールにリンクされると、参加者はチャット ツールで質問を送信で
きます。

チャット ツールで質問を送信するには

ステップ 1 チャット ツールの下部にあるポップアップ メニューで、[ 質問の送信 ] をクリックします（この
オプションは、Q & A ツールがチャット ツールにリンクされている場合にだけ使用できます）。

ステップ 2 メッセージをテキスト ボックスに入力します。

ステップ 3 [ メッセージの送信 ] アイコン（矢印）をクリックします。

または

Enter キーを押します。

Q & A ツールを使用した質問への回答

主催者またはプレゼンタは、メッセージのキューにフィルタを適用して、回答したい質問をす
ばやく検索できます。

Q & A ツールを使用して質問に回答するには

ステップ 1 受信メッセージ リスト内の質問をクリックします。質問がハイライトされ、質問のコピーが [ プ
レビュー ] ペインに表示されるため、必要に応じて編集できます。

ステップ 2 （オプション）[ プレビュー ] ペインで質問を編集します。

ステップ 3 回答をツールの下部にあるテキスト ボックスに入力します。
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Web 会議から削除される原因
ステップ 4 Q & A ツールの右下隅で、適用可能なオプションを選択します。

質問が送信されると、その質問は受信メッセージ リストから削除され、チャット ツールの [ 回
答済みの質問 ] リストに質問と回答のペアとして表示されます。

Web 会議から削除される原因
次の状況では、システムによって Web 会議からユーザが削除されます。

 • 会議コンソールを使用しているときに、別のアプリケーションから Web ブラウザ セッショ
ンを開いた場合（たとえば、Microsoft Word や Microsoft Outlook のリンクをクリックした
場合）。Web ブラウザの設定が変更されていない限り、会議コンソールのリンクがこのリン
クで置き換えられるので、Web 会議から削除されます。Web 会議中は、他のアプリケー
ションのリンクをクリックしないでください。

 • 接続速度が遅いために Web 会議の進行についていけない場合。

このセクションには次の情報が含まれます。

接続速度の確認（P.1-84）

接続速度の確認

ブラウザ テストを実行すると、Cisco Unified MeetingPlace サーバでの接続の速度が報告されます。

接続速度を確認するには

ステップ 1 会議コンソールの [ ヘルプ ] メニューで、[ ブラウザ テスト ] をクリックします。

ステップ 2 [ 開始 ]  をクリックします。ブラウザ テストでは、接続でサポートされる速度（モデム、
DSL/Cable、または LAN）が報告されます。

ステップ 3 接続の速度についての詳細は、 [ 詳細を表示 ] をクリックします。

ステップ 4 ブラウザ テスト ウィンドウを閉じます。

[ その他のオプション ] ページについて

注 このセクションのパラメータは、その特定の会議にだけ適用されます。会議全般のプリファレ
ンスについては、「[ 会議のプリファレンス ] ページについて」のセクション（P. 1-94）を参照
してください。

全員に回答 回答をすべての会議参加者に送信します。

質問者のみに回答 質問を送信した参加者だけに回答を送信します。
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[ その他のオプション ] ページについて 
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing のホーム ページから会議のスケジュールまたは変
更を行うと、会議のセキュリティ設定、および通知に表示する情報の種類を変更できます。こ
れらの設定は、現在スケジュール中の会議に適用されます。デフォルトは、システムおよびプ
ロファイルの設定に基づいて決定されます。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 追加の会議全般のオプションのアップデート（P.1-85）

 • 会議のオーディオ会議オプションのアップデート（P.1-86）

 • 会議のビデオ会議オプションのアップデート（P.1-87）

 • 会議の通知オプションのアップデート（P.1-88）

 • ゲスト ユーザに対する Web からのアウトダイヤルの有効化（P.1-89）

 • 会議を自動的に記録（P.1-89）

 • 会議のスケジュールのページからの会議延長のアナウンスの設定（P.1-90）

追加の会議全般のオプションのアップデート

[ 新しい会議 ] スケジューリング ページには、会議の作成のために も頻繁にアクセスされる
設定が含まれます。ただし、[ その他のオプション ] ページで設定できる追加のオプションも
存在します。

追加の会議全般のオプションをアップデートするには

ステップ 1 [ 新しい会議 ] スケジューリング ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックしま
す。[ その他のオプション ] ページが表示されます。

ステップ 2 下の表 1-14 を使用して、会議のオプションを変更します。

ステップ 3 オプションのアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-14 追加の会議全般のオプションの説明 

オプション 説明

会議の説明 （オプション）会議の説明を入力します。

参加者の資格 リストからオプションを選択して、会議の参加者の資格を指定します。

 • [ 全員 ]：会議には制限がありません。プロファイル ユーザとゲスト ユーザの両方が
参加できます。

 • [MeetingPlace プロファイル ユーザ ]：会議のどのコンポーネント（音声、Web、およ
びビデオ）も、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワードを使用してサイン
インしたプロファイル ユーザだけに制限されます。ビデオ エンドポイントを通じて
参加するユーザは、まず Web 会議にサインインしてから、[ 接続 ] ボタンを使用して
ビデオ会議に接続する必要があります。

 • [ 招待されたプロファイル ユーザ ]：会議のどのコンポーネント（音声、Web、および
ビデオ）も、招待されたプロファイル ユーザに制限されます。招待されたユーザは、
Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワードを使用してサインインする必要が
あります。ビデオ エンドポイントを通じて参加するユーザは、まず Web 会議にサイ
ンインしてから、[ 接続 ] ボタンを使用してビデオ会議に接続する必要があります。
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[ その他のオプション ] ページについて
会議のオーディオ会議オプションのアップデート

会議のオーディオ会議オプションをアップデートするには

ステップ 1 [ 新しい会議 ] スケジューリング ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックしま
す。[ その他のオプション ] ページが表示されます。

ステップ 2 [ オーディオ会議オプション ] セクションまでスクロールします。

ステップ 3 下の表 1-15 を使用して、会議のオプションを変更します。

ステップ 4 オプションのアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

ゲストへの発信の許可 ゲスト ユーザがアウトダイヤル機能を使用できるようにするには、[ はい ] を選択しま
す。アウトダイヤル機能を使用すると、システムがユーザにコールを行って、会議の音声
コンポーネントとビデオ コンポーネントにユーザを自動的に接続します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

会議の存在を公開 ユーザが [ 会議の検索 ] 検索エンジンを使用して検索したときに、この会議がリストされ
るようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。会議のスケジュール担当者
および招待者だけにこの会議を表示する場合は、このチェックボックスをオフにします。

表 1-14 追加の会議全般のオプションの説明 ( 続き )

オプション 説明

表 1-15 オーディオ会議オプションの説明 

オプション 説明

入席のアナウンス リストからオプションを選択して、会議に入席した出席者のアナウンス方法を指定
します。

 • [ ビープのみ ]：会議中に入席者があると、短いビープ音が鳴ります。

 • [ ビープと名前 ]：短いビープ音の後、参加者の録音された名前がアナウンスさ
れます。

参加者が入席したときに名前がアナウンスされない場合は、参加者が会議への
入席前に名前を録音しなかった可能性があります。会議が始まる前に、参加者
に名前を確認してください。

 • [ サイレント ]：入席者があっても何も通知されません。

退席のアナウンス リストからオプションを選択して、会議から退席した出席者のアナウンス方法を指
定します。

 • [ ビープのみ ]：会議中に退席者があると、短いビープ音が鳴ります。

 • [ ビープと名前 ]：短いビープ音の後、参加者の録音された名前がアナウンスさ
れます。

参加者が退席したときに名前がアナウンスされない場合は、参加者が会議への
入席前に名前を録音しなかった可能性があります。

 • [ サイレント ]：退席者があっても何も通知されません。
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[ その他のオプション ] ページについて 
会議のビデオ会議オプションのアップデート

会議のビデオ会議オプションをアップデートするには

ステップ 1 [ 新しい会議 ] スケジューリング ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックしま
す。[ その他のオプション ] ページが表示されます。

ステップ 2 [ ビデオ会議オプション ] セクションまでスクロールします。

ステップ 3 下の表 1-16 を使用して、会議のオプションを変更します。

ステップ 4 オプションのアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

会議の終了 会議が終了するときにシステムから警告を発する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

会議の延長 会議が延長されたことをシステムから通知する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

記録の自動開始 システムで会議が自動的に記録されるように設定するには、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

MeetingNotes にアクセスする リストからオプションを選択して、会議に関連する記録と添付にアクセスできる
ユーザを指定します。

 • [ なし ]：MeetingNotes へのアクセスが完全に制限されます。会議に関連する記
録と添付にはだれもアクセスできません。

 • [ 全員 ]：MeetingNotes へのアクセスがまったく制限されません。ゲスト ユー
ザを含む全員が、会議に関連する記録と添付にアクセスできます。

 • [MeetingPlace プロファイル ユーザ ]：Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID と
パスワードを使用してサインインしたユーザであれば、だれでも MeetingNotes 
にアクセスできます。

 • [ 招待されたプロファイル ユーザ ]：会議に招待されたプロファイル ユーザし
か MeetingNotes にアクセスできなくなります。招待されたプロファイル ユー
ザは、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワードを使用してサインイ
ンする必要があります。

会議の言語 使用可能な会議の言語のリストで、会議の言語を選択します。このオプションは、
ユーザが会議に参加したときに再生される音声プロンプトにも影響を与えます。

表 1-15 オーディオ会議オプションの説明 ( 続き )

オプション 説明
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[ その他のオプション ] ページについて
会議の通知オプションのアップデート

会議の通知オプションをアップデートするには

ステップ 1 [ 新しい会議 ] スケジューリング ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックしま
す。[ その他のオプション ] ページが表示されます。

ステップ 2 [ 情報の通知 ] セクションまでスクロールします。

ステップ 3 下の表 1-17 を使用して、会議のオプションを変更します。

ステップ 4 オプションのアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-16 ビデオ会議オプションの説明 

オプション 説明

会議の際にすべての  
端末を呼び出す

Cisco Unified MeetingPlace が招待されたすべての ビデオ端末に会議の開始時にダイ
ヤルアウトするようにするには、チェックボックスをオンにします。ビデオ端末に
いるユーザが呼び出しに応答すると、端末は自動的に会議に接続されます。

未解決の PSTN/ISDN  
呼び出しを認める

招待された ISDN および PSTN 端末だけに会議への参加を許可するには、チェック
ボックスをオフにします。

使用可能なリソースがある場合はいずれの ISDN および PSTN 端末にも会議への参
加を許可するには、チェックボックスをオンにします。

この設定は IP 端末のアクセスに影響しません。

注 このチェックボックスをオフにすることはお勧めしません。その代わり
に、[ 参加者の資格 ] フィールドを使用して会議へのアクセスを制御して
ください。

すべてのビデオ端末が 使用
可能になるように要求する

オンになっている場合、招待されたビデオ端末のいずれかがスケジュールされた会
議の時刻に使用できないと、会議のスケジュールは失敗します。

端末の重複予約を許可するには、チェックボックスをオフにします。

サービス コード リストから、会議に適用可能なサービス コードを選択します。サービス コードは、
システム管理者によって、ビデオの帯域幅やレイアウトなど、事前定義された属性
のセットを提供するために追加される場合があります。

会議のスケジュール、特に、1 つ以上のビデオ端末（または端末に関連付けられた
会議室）を予約するために、2 つの事前定義されたサービス コード（Point to Point 
および Non Video Conference）が使用できます。これらのコードのいずれかを使用
すると、会議の間、招待されたビデオ端末が予約されますが、会議のビデオ会議
ポートは予約されません。招待者は、ビデオ ダイヤルイン情報と参加リンクが記
載されていない会議の通知を受け取ります。
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[ その他のオプション ] ページについて 
ゲスト ユーザに対する Web からのアウトダイヤルの有効化

ゲスト ユーザが Web から会議に参加すると、会議の音声コンポーネントまたはビデオ コン
ポーネントに参加するためにダイヤルする必要がある電話番号が、[ 会議の情報 ] ページと会
議コンソールの両方に表示されます。

出席処理を簡素化するには、会議にゲストのアウトダイヤル機能を設定します。こうすると、
ゲスト ユーザが [ 接続 ] をクリックすれば、システムによって会議の音声コンポーネントまた
はビデオ コンポーネントにゲストが接続されます。

ゲスト ユーザに対する Web からのアウトダイヤルを有効にするには

ステップ 1 [ 新しい会議 ] スケジューリング ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックします。

ステップ 2 [ ゲストへの発信の許可 ] を [ はい ] に設定して、[ 送信 ] をクリックします。

パラメータが読み取り専用の場合は、ゲストへのアウトダイヤルが設定された会議をスケ
ジュールする権限がプロファイルに設定されていません。

ステップ 3 [ スケジュール ] をクリックして、会議のスケジュールを完了します。

ヒント 会議ごとにこのオプションを設定しなくても、[ 会議のプリファレンス ] でアップデートできま
す。詳細は、「アウトダイヤルの設定のアップデート」のセクション（P. 1-97）を参照してく
ださい。

会議を自動的に記録

会議を自動的に記録するように Cisco Unified MeetingPlace を設定できます。

表 1-17 通知オプションの説明 

パラメータ 説明

有効 システムから会議の通知を送信する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

添付の追加 通知に添付を追加する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

会議が変更された場合に
送信

会議がアップデートまたは再スケジュールされた場合にシステムから通知を送信する場
合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

参加者リストの追加 通知に招待者の名前を追加する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

注 招待されたビデオ端末のリストは、このオプションがどのように設定されてい
るかに関わらず、常に通知に表示されます。
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[ アカウント基本情報 ] ページについて
次の点に注意してください。

 • オーディオ会議と Web 会議を記録する場合、会議の Web 会議部分が始まると同期された 
Flash 記録が開始されます。これ以前に記録された音声はすべて、音声のみの記録で使用で
きます。

 • システムでは、会議のビデオ映像コンポーネントは記録されません。記録されるのは、ビ
デオ エンドポイントから送られてきた音声です。

会議を自動的に記録するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 新しい会議 ] ページで、会議の詳細を入力します。

ステップ 4 [ その他のオプション ] アイコンをクリックします。

ステップ 5 [ 記録の自動開始 ] で [ はい ] を選択します。これによって、2 人目のユーザが会議に入席する
と記録が開始されます。

ステップ 6 [ 新しい会議 ] ページに戻って会議のスケジュールを完了するには、[ 送信 ]、[ スケジュール ] 
の順にクリックします。

ヒント [ 記録の自動開始 ] が [ いいえ ] に設定されている場合でも、使用できるディスク領域がある限
り、プロファイル ユーザは会議コンソールからいつでも記録を開始できます。

会議のスケジュールのページからの会議延長のアナウンスの設定

Cisco Unified MeetingPlace では、Cisco Unified MeetingPlace Audio Server 上の会議延長オプショ
ンに従って自動的に会議を延長できます。次の手順を行って、自動会議延長のアナウンスをオ
ンまたはオフにしてください。

会議のスケジュールのページから会議延長のアナウンスを設定するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ 会議スケジュールの作成 ] をクリックします。

ステップ 3 [ 新しい会議 ] ページで、[ その他のオプション ] アイコンをクリックします。

ステップ 4 [ その他のオプション ] ページで、[ 会議延長のアナウンス ] までスクロールし、[ はい ] または 
[ いいえ ] を選択します。

[ アカウント基本情報 ] ページについて
[ アカウント基本情報 ] ページには、ユーザ アカウントに関する情報が表示されます。ほとん
どの情報は、システム管理者がアカウントを作成したときに設定されています。
1-90
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing リリース 6.x ユーザ ガイド

OL-12902-01-J



第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ

[ アカウント基本情報 ] ページについて 
このセクションには次の情報が含まれます。

 • 個人情報のアップデート（P.1-91）

 • Cisco Unified MeetingPlace のパスワードの変更（P.1-92）

 • 参加設定のアップデート（P.1-92）

 • 受信通知の設定のアップデート（P.1-93）

個人情報のアップデート

個人情報をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。[ アカウント基本情報 ] ページ
が表示されます。

ステップ 3 下の表 1-18 を使用して、アカウントの個人情報を変更します。

ステップ 4 情報のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-18 個人情報のパラメータの説明 

パラメータ 説明

名 ユーザの名。

姓 ユーザの姓。

ユーザ ID Cisco Unified MeetingPlace に Web 経由でサインインするときに入力する必要がある ID。
ユーザ ID では大文字と小文字が区別され、英数字を組み合わせて使用できます。

プロファイル番号 Cisco Unified MeetingPlace に電話でログインするために使用する番号。

パスワードの変更 クリックして、パスワードを変更します。ユーザ ID のパスワードとプロファイルのパ
スワードをアップデートできます。

時間帯 スケジュールや通知のアクティビティの設定に使用される時間帯。変更するには、リ
ストから別の時間帯を選択します。

言語 ユーザの会議環境の一部として使用される言語。Cisco Unified MeetingPlace にサインイ
ンすると、この言語がデフォルトの言語として表示されます。

デフォルトの言語を変更するには、リストから別の言語を選択します。

課金コード Cisco Unified MeetingPlace で行う会議のために組織で使用する課金コード。

短いプロンプトの使用 Cisco Unified MeetingPlace で会議中に短いプロンプトが使用されるようにする場合は、
[ はい ] を選択します。定期的に使用するユーザには、短いプロンプトが便利なことが
あります。

そうでない場合は、[ いいえ ] を選択します。

連絡先ユーザ ID 自分の代わりに会議をスケジュールできる連絡先または出席者が割り当てられている
場合は、その人のユーザ ID をここに入力します。
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[ アカウント基本情報 ] ページについて
Cisco Unified MeetingPlace のパスワードの変更

Cisco Unified MeetingPlace のパスワードを変更するには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ パスワードの変更 ] をクリックします。

ステップ 4 [ パスワードの変更 ] ページで、適用可能なパスワードをアップデートします。

ステップ 5 [ 送信 ] をクリックします。

参加設定のアップデート

参加設定をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。[ アカウント基本情報 ] ページ
が表示されます。

ステップ 3 [ 参加設定 ] セクションまでスクロールします。

ステップ 4 下の表 1-19 を使用して、設定を変更します。

ステップ 5 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

ユーザ ID パスワード Cisco Unified MeetingPlace の Web インターフェイスを使用できます。

古いパスワードと新しいパスワードを入力して、確認のために新しいパ
スワードを再度入力します。

プロファイル パス
ワード

Cisco Unified MeetingPlace の電話インターフェイスを使用できます。

新しいパスワードを入力し、確認のために新しいパスワードを再度入力
します。
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[ アカウント基本情報 ] ページについて 
受信通知の設定のアップデート

受信通知の設定をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ 受信通知 ] セクションまでスクロールします。

ステップ 4 下の表 1-20 を使用して、設定を変更します。

ステップ 5 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-19 参加設定の説明 

パラメータ 説明

電話番号 ユーザのメイン電話番号。システムは、ユーザが招待されている会議の開始時に、こ
の番号を使用してユーザにコールを行います。

このパラメータを使用するには、[ 参加方法 ] パラメータが [ 検索 ] または [ システム
から呼出 ] に設定されている必要があります。

代替電話番号 携帯電話番号など、ユーザに連絡を取る際に使用する代替電話番号。メインの電話番
号で応答がなかった場合に、この番号が使用されます。

このパラメータを使用するには、[ 参加方法 ] パラメータが [ 検索 ] に設定されている
必要があります。

ビデオ エンドポイント ア
ドレス

ユーザのビデオ エンドポイントの接続に使用されるデフォルトのアドレス。

この設定を使用するには、ユーザのビデオ エンドポイントを設定しておく必要があり
ます。

ビデオエンドポイント帯
域幅

Cisco Unified MeetingPlace のビデオ会議で使用されるデフォルトの帯域幅。

この設定を使用するには、ユーザのビデオ エンドポイントを設定しておく必要があり
ます。

ポケットベルの種類 使用するポケットベル サービスの種類。

ポケットベル番号 ユーザのポケットベル番号。システムは、ユーザが招待されている会議が始まるとき
に、この番号を使用して会議の電話番号と ID をユーザのポケットベルに知らせます。

このパラメータを使用するには、[ 参加方法 ] パラメータが [ ポケットベルで連絡 ] に
設定されている必要があります。

参加方法 自分の都合のよい参加方法を、[ ユーザがダイヤル ]、[ システムから呼出 ]、[ ポケッ
トベルで連絡 ]、[ 参加不可 ]、または [ 検索 ] の中から選択します。

このパラメータを [ 検索 ] に設定すると、システムは 大で 3 つの電話番号（メイン、
代替、およびポケットベル番号）にダイヤルして、ユーザへの連絡します。[ 検索方
法 ] パラメータでは、システムがこれらの番号にダイヤルする順番を指定できます。

検索方法 システムがユーザに連絡を試みる際に、メイン番号、代替番号、ポケットベル番号に
どの順番でダイヤルするかを指定します。
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[ 会議のプリファレンス ] ページについて
[ 会議のプリファレンス ] ページについて
[ 会議のプリファレンス ] ページには、会議のスケジュールや運営方法に関するビジネス ルー
ルが表示されます。ほとんどの情報は、システム管理者がアカウントを作成したときに設定さ
れています。

このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議全般のプリファレンスのアップデート（P.1-94）

 • 会議のセキュリティ設定のアップデート（P.1-95）

 • MeetingNotes 設定のアップデート（P.1-96）

 • アウトダイヤルの設定のアップデート（P.1-97）

 • 通知オプションのアップデート（P.1-98）

会議全般のプリファレンスのアップデート

会議全般のプリファレンスをアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ 会議のプリファレンス ] をクリックします。

ステップ 4 下の表 1-21 を使用して、設定を変更します。

ステップ 5 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-20 受信通知の設定の説明 

パラメータ 説明

電子メール アドレス ユーザの電子メール アドレス。ここには、ユーザのインターネット電子メールの
完全なアドレス（たとえば、UserName@CompanyName.com）を設定することもで
きますし、ユーザの電子メールのエイリアス（たとえば、John Smith）を設定する
こともできます。

インターネット電子メール ア
ドレス

ユーザのインターネット電子メールの完全なアドレス
（UserName@CompanyName.com など）。

プライマリ通知 自分の都合のよい受信方法を、[ グループデフォルト ]、[ なし ]、または [ 電子
メール ] の中から選択します。

代替配信メカニズム 通知を受信するための代わりの方法を、[ グループデフォルト ]、[ なし ]、または 
[ 電子メール ] の中から選択します。
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[ 会議のプリファレンス ] ページについて 
会議のセキュリティ設定のアップデート

会議のセキュリティ設定をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ 会議のプリファレンス ] をクリックします。

ステップ 4 [ 会議のセキュリティ ] セクションまでスクロールします。

ステップ 5 下の表 1-22 を使用して、設定を変更します。

ステップ 6 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-21 会議のプリファレンスの説明 

パラメータ 説明

入席のアナウンス リストからオプションを選択します。新しい参加者が会議に入席すると、ここ
で選択したものがアナウンスされます。

退席のアナウンス リストからオプションを選択します。参加者が会議から退席すると、ここで選
択したものがアナウンスされます。

会議終了のアナウンス 会議が終了することをシステムからアナウンスさせる場合は、[ はい ] を選択
します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

会議延長のアナウンス 会議が延長されることをシステムからアナウンスさせる場合は、[ はい ] を選
択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

選別された入席 会議に入席するユーザを選別できるようにする場合は、[ はい ] を選択します。
選別された入席を選択すると、他のユーザに入席が許可される前にシステムか
ら連絡があります。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

注 ビデオ エンドポイントで会議に参加する場合、選別されたユーザの入
席を許可することはできません。

会議入席のスキップのオプション 会議および入席のアナウンス オプションをすべてスキップする場合は、[ はい ] 
を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

ロールコールを無効にする ロール コール機能を無効にするには、[ はい ] を選択します。このようにする
と、他の会議参加者のリストをユーザが取得できなくなります。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

会議のデフォルトのカテゴリ 会議のデフォルトのカテゴリを選択します。システム管理者は通常この設定を 
[ グループデフォルト ] に設定します。
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[ 会議のプリファレンス ] ページについて
MeetingNotes 設定のアップデート

MeetingNotes 設定をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ 会議のプリファレンス ] をクリックします。

ステップ 4 MeetingNotes セクションまでスクロールします。

ステップ 5 下の表 1-23 を使用して、設定を変更します。

表 1-22 会議のセキュリティ設定の説明 

パラメータ 説明

外部 Web 参加者を許可 外部の Web サーバで会議をスケジュールする場合は、[ はい ] を選択します。こ
れによって、インターネット（企業のプライベート ネットワークの外）経由で出
席するユーザも会議にアクセスできるようになります。

内部の Web サーバで会議をスケジュールする場合は、[ いいえ ] を選択します。
これによって、企業のプライベート ネットワークの内部のユーザだけが会議にア
クセスできるようになります。

注 このパラメータが表示されるのは、Cisco Unified MeetingPlace の展開が外
部サイトを含めて設定されている場合だけです。展開に内部サイトしか含
まれていない場合、このパラメータは [ 新しい会議 ] スケジューリング 
ページには表示されません。

パスワードが必要 すべての会議でパスワードを必要にするには、[ はい ] を選択します。[ はい ] を
選択すると、会議をスケジュールする際にパスワードの入力が必要になります。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

会議の存在を公開 ユーザが公開会議を検索したときに [ 会議の検索 ] ページに会議が表示されるよ
うにするには、[ はい ] を選択します。

会議の招待者だけに会議が表示されるようにするには、[ いいえ ] を選択します。

会議の参加者の資格 リストからオプションを選択して、会議の参加者の資格を指定します。

 • [ 全員 ]：この会議には制限がありません。プロファイル ユーザとゲスト 
ユーザの両方が参加できます。

 • [MeetingPlace プロファイル ユーザ ]：この会議のどのコンポーネント（音声、
Web、およびビデオ）も、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID とパスワー
ドを使用してサインインしたプロファイル ユーザだけに制限されます。ビデ
オ エンドポイントを通じて参加するユーザは、まず Web 会議にサインインし
てから、[ 接続 ] ボタンを使用してビデオ会議に接続する必要があります。

 • [ 招待されたプロファイル ユーザ ]：この会議のどのコンポーネント（音声、
Web、およびビデオ）も、招待されたプロファイル ユーザに制限されます。
招待されたプロファイル ユーザは、Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID と
パスワードを使用してサインインする必要があります。ビデオ エンドポイン
トを通じて参加するユーザは、まず Web 会議にサインインしてから、[ 接続 ] 
ボタンを使用してビデオ会議に接続する必要があります。
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[ 会議のプリファレンス ] ページについて 
ステップ 6 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

アウトダイヤルの設定のアップデート

アウトダイヤルの設定をアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ 会議のプリファレンス ] をクリックします。

ステップ 4 [ アウトダイヤルの設定 ] セクションまでスクロールします。

ステップ 5 下の表 1-24 を使用して、設定を変更します。

ステップ 6 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-23 MeetingNotes 設定の説明 

パラメータ 説明

会議の記録 会議を記録するための領域を自動的に確保するには、[ はい ] を選択します。この
設定を行っても、自動的に会議が記録されるわけではありません。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

MeetingNotes にアクセスでき
るユーザ

リストからオプションを選択して、会議の添付および記録にアクセスできるユー
ザを指定します。

 • [ なし ]：MeetingNotes へのアクセスが完全に制限されます。この会議に関連
する記録と添付にはだれもアクセスできません。

 • [ 全員 ]：MeetingNotes へのアクセスがまったく制限されません。ゲスト ユー
ザを含む全員が、この会議に関連する記録と添付にアクセスできます。

 • [MeetingPlace プロファイル ユーザ ]：Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID 
とパスワードを使用してサインインしたユーザであれば、だれでも 
MeetingNotes にアクセスできます。

 • [ 招待されたプロファイル ユーザ ]：会議に招待された Cisco Unified 
MeetingPlace プロファイル ユーザしか MeetingNotes にアクセスできなくなり
ます。招待されたプロファイル ユーザは、Cisco Unified MeetingPlace のユー
ザ ID とパスワードを使用してサインインする必要があります。

記録の自動開始 システムで会議が自動的に記録されるように設定するには、[ はい ] を選択しま
す。記録は、会議コンソールから手動で停止できます。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

添付の表示順 添付された順序で添付を表示する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。
1-97
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing リリース 6.x ユーザ ガイド        

OL-12902-01-J



第 1 章 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へようこそ       

[ 会議のプリファレンス ] ページについて
通知オプションのアップデート

通知オプションをアップデートするには

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing にサインインします。

ステップ 2 [ ようこそ ] ページで、[ アカウント ] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ アカウント基本情報 ] ページで、[ 会議のプリファレンス ] をクリックします。

ステップ 4 [ 通知オプション ] セクションまでスクロールします。

ステップ 5 下の表 1-25 を使用して、設定を変更します。

ステップ 6 設定のアップデートが完了したら、[ 送信 ] をクリックします。

表 1-24 アウトダイヤルの設定の説明 

パラメータ 説明

プロファイルパスワー
ドの要求

アウトダイヤル時に、ユーザにプロファイル パスワードを要求する場合は、[ はい ] を
選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

ゲストへの発信の許可 ゲスト ユーザがアウトダイヤル機能を使用できるようにするには、[ はい ] を選択し
ます。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

このパラメータが読み取り専用の場合は、ゲストのアウトダイヤルを許可する権限がプ
ロファイルに設定されていません。

表 1-25 通知の設定の説明 

パラメータ 説明

この会議のために送信 システムから会議の通知を招待者に送信する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

添付の追加 通知に添付を含める場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

通知の優先順位 会議の通知の重要度を指定するには、リストから選択します。

会議が変更された場合に
送信

会議の情報が変更された場合に、アップデートされた通知をシステムから招待者に送
信するには、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

参加者リストの追加 会議の通知に参加者リストを追加する場合は、[ はい ] を選択します。そうでない場合
は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。

会議パスワードの追加 通知に会議パスワードを追加する場合は、[ はい ] を選択します。

そうでない場合は、[ いいえ ] または [ グループデフォルト ] を選択します。
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会議のトラブルシューティングのヒント
会議のトラブルシューティングのヒント
このセクションには次の情報が含まれます。

 • 会議へのアクセスの問題（P.1-99）

 • 会議の運営の問題（P.1-99）

 • コンテンツの問題（P.1-100）

会議へのアクセスの問題

初に、会議へのアクセスの問題を解決するのに役立つ次の項目をチェックしてください。

 • インターネットに接続されていますか。

 • 正しい URL にアクセスしていますか。

 • イベントまたはセミナーに登録しましたか。

 • 近、パスワードを変更しましたか。

次に、次の操作を試してください。

 • 登録されたユーザまたはゲストとして会議にアクセスします。

 • ポップアップ ブロッカー ソフトウェアを無効にします。

 • Web ブラウザのキャッシュをクリアします。

 • 別のコンピュータから接続します。

問題 会議に入るためのユーザ名またはパスワードを持っていません。

解決策 管理者に連絡して、ユーザ ID またはパスワードを依頼します。会議によっては、ゲス
トのログインが許可されます。それ以外の会議では、ホスト / 主催者の承認があればゲストが
許可されますが、承認に数分間かかる場合があります。

問題 私のパスワードが有効になりません。

解決策 アカウント管理者に連絡して、アカウントのアクセスを確認します。

問題 ログインしましたが、何も起きません。

解決策 ゲストとしてログインする際に、承認が必要な場合があります。承認メッセージがホ
ストに表示されます。要求が却下された場合は、会議へ入室できず、要求が却下されたという
メッセージが表示されます。アクセスできるのか、会議のプレゼンタまたは開催者に問い合せ
ます。

会議の運営の問題

問題 私はプレゼンタのはずですが、参加者としてログインしました。

解決策 ゲストとしてログインしている場合は、会議を退席し、プロファイル ユーザとしてロ
グインします。会議のプレゼンタに指名されている場合、ユーザ プロファイル アカウントで
ログインして、正しいアクセス権を受けることが必要な場合があります。プロファイル ユーザ
としてログインした後でもまだプレゼンタのアクセス権を持っていない場合、会議の主催者ま
たは Cisco Unified MeetingPlace 管理者に問い合せます。
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問題 参加者に私の操作が表示されていません。

解決策 参加者リストをチェックして、自分がプレゼンタであることを確認します。プレゼン
タは、それぞれの名前の 初にプレゼンタ アイコン（プレゼンテーション ボードの前にいる
人）が付いてリストに表示されます。また、準備モードでないことも確認します。このモード
では、参加者に操作が表示されません。プレゼンタ ステータスを求めるメッセージをホストに
送信するか、または登録されたユーザとしてログインします。

参加者の要求がプレゼンタに表示されないことがあることに注意します。主催者またはプレゼ
ンタは、ステータスおよびメニュー バーに注意し、サインイン要求を受け入れることを選択す
る必要があります。

問題 スクリーンを共有できません。

解決策 この機能を使用するには Cisco Unified Presenter アドインをダウンロードする必要があ
ります。Cisco Unified Presenter アドインをダウンロードするプロンプトが表示されたら、[ イ
ンストール ] をクリックします。

問題 私が共有しているアプリケーションが参加者に表示されません。

解決策 共有アプリケーションは、プレゼンタの画面上で常に表示されている必要があります。
共有するプレゼンタの画面上に、共有されていないアプリケーションが開いていて、共有アプ
リケーションが隠れている場合、共有されていないアプリケーションで隠れた部分の共有アプ
リケーションは会議の参加者には表示されず、代わりに青い格子模様が表示されます。

コンテンツの問題

問題 コンテンツが会議に表示されていません。

解決策 コンテンツを会議室にアップロードしなかった可能性があります。共有ツールの中心
で、[ ドキュメント ] をクリックします。[ 添付資料から選択 ] か [ マイコンピュータから選択 ] 
のいずれかをクリックします。会議で表示したいファイルに移動し、ファイルをクリックし
て、Enter キーを押します。

問題 Word ドキュメント、Excel スプレッドシート、Web ページなどのコンテンツを表示で
きません。

解決策 自分がホストまたはプレゼンタで、Cisco Unified Presenter アドインをインストールし
ていることを確認します。この種類のコンテンツを表示するには、プレゼンタはスクリーンを
共有する必要があります。

Web ページを共有するには、[Web リンク ] ツールを使用すると、すべての参加者が別のブラウ
ザ ウィンドウに Web ページを起動できます。
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Audio Server 「Cisco Unified MeetingPlace Audio Server」を参照。

C

Cisco Unified 
MeetingPlace

異なる場所にいるユーザどうしで通信や情報交換を行える統合型のリッチメディア会議ソ
リューション。

Cisco Unified 
MeetingPlace Audio 
Server

参加者に会議の音声部分を提供するために使用されるシスコの音声ブリッジ。

Cisco Unified 
MeetingPlace サイト

数や種類に関係なく、1 つの物理的な場所に配置されているすべてのサーバ。

Cisco Unified 
MeetingPlace Video 
Integration

会議の一部としてビデオを統合するオプションの統合アプリケーション。

Cisco Unified 
MeetingPlace Web 
Conferencing

会議のスケジュール、ドキュメントおよびアプリケーションのプレゼンテーションと共有、
Microsoft Internet Explorer や Mozilla Firefox などの Web ブラウザからの記録済み会議の再生な
どを可能にするオプションのアプリケーション。

H

HTML HyperText Markup Language（ハイパーテキスト マークアップ言語）。World Wide Web 用のハイ
パーテキスト文書を作成するためのオーサリング言語。ベースになっている Standard 
Generalized Markup Language（SGML）と同様に、HTML では文書に含まれる情報の表示方法
ではなく、情報の種類を定義します。表示方法は、コンテンツを適切な表示形式に変換する
ソフトウェアに依存します。

HTTP HyperText Transfer Protocol（ハイパーテキスト転送プロトコル）。インターネット経由でハイ
パーテキスト ファイルを転送するための応用プロトコル。このプロトコルは、接続の一方の
終端に HTTP クライアント プログラムを必要とし、他方の終端に HTTP サーバ プログラムを
必要とします。
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Glossary
HyperText Markup 
Language（ハイ

パーテキスト マーク

アップ言語）

「HTML」を参照。

HyperText Transfer 
Protocol（ハイパー

テキスト転送プロト

コル）

「HTTP」を参照。

I

IP アドレス ネットワークまたはインターネット上の各ホストを一意に識別するアドレス。

J

Java Sun Microsystems, Inc. によって開発されたオブジェクト指向プログラミング言語。World Wide 
Web を通じて配信可能な「アプレット」（小さなアプリケーション）を作成するために使用さ
れます。Java プログラムは、Java 対応 Web ブラウザまたは Java Virtual Machine（JVM）の内
部で動作します。

JavaScript Web ページに変化を付けるために使用されるプログラミング言語。JavaScript を使用すると、
Web サーバにアクセスしなおす回数が少なくなります。

L

LAN Local Area Network（ローカル エリア ネットワーク）。限定された地域（通常は、1 つの企業
拠点またはキャンパス）で動作するデジタル ネットワーク。通常、LAN 内部での通信は外部
の規制を受けません。

Local Area Network
（ローカル エリア 
ネットワーク）

「LAN」を参照。

M

MCU Multipoint Conferencing Unit（または、「Multipoint Control Unit」）。ビデオ会議をサポートする
ブリッジまたはスイッチ デバイス。

MeetingTime 特定のユーザが高度な Cisco Unified MeetingPlace 機能やシステム管理ツールにアクセスする
ことを可能にする Windows ベースのソフトウェア アプリケーション。

MP3 MPEG-1 オーディオ レイヤ 3。再生時の元の音質を保ったまま音声シーケンスを小さなファイ
ルに圧縮するための標準技術およびフォーマット。「WAV」、「WMA」も参照。
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MPV Cisco Unified MeetingPlace 会議中の音声の記録に使用される固有のフォーマット。MPV ファ
イルは WAV ファイルの他に、RealAudio、WMA、MP3 などの一般的なフォーマットに変換し
て再生できます。「MP3」、「WMA」も参照。

Multipoint 
Conferencing Unit

「MCU」を参照。

S

Secure Sockets 
Layer

「SSL」を参照。

SSL Secure Socket Layer。インターネット経由でプライベートな文書を転送するために Netscape で
開発されたプロトコル。SSL では、SSL 接続を使用して転送されるデータを暗号化するため
に公開鍵が使用されます。

T

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol。相互接続されたネットワークを介して異なる製
造元のデバイスどうしがどのように通信するかを定義したオープンのネットワーク規格。
TCP/IP プロトコルはインターネットの基盤となっています。

Transmission 
Control 
Protocol/Internet 
Protocol

「TCP/IP」を参照。

U

UL ユーザが特定の機能にアクセスすることを可能にするソフトウェア ライセンス。

V

Virtual Private 
Network（バーチャ

ル プライベート ネッ

トワーク）

「VPN」を参照。

Voice over Internet 
Protocol

「VoIP」を参照。
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VoIP Voice over Internet Protocol。IP を使用した音声情報の伝達を管理するための一連の機能。
PSTN におけるアナログ形式ではなく、インターネットにおける不連続のパケットを使用した
デジタル形式で音声情報が送信されます。VoIP の 大の利点は、通常の電話サービスで発生
する通話料金がかからない点です。

VPN Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。公共回線を使用してノード
を接続する制限付きネットワーク。VPN では、パブリック ネットワーク（通常はインター
ネット）を通じて、プライベートなデータが低コストで確実、安全にカプセル化（トンネル）
されます。

W

WAN Wide Area Network（ワイド エリア ネットワーク）。一般的に、遠隔地にある他の LAN にリン
クされた IXC または LEC 回線を通じて建物またはキャンパスの外に LAN を拡張したデータ 
ネットワーク。通常は、ブリッジまたはルータを使用して地理的に分離された LAN を接続す
ることによって構築されます。

WAV Wave ファイル形式。音声を Wave 形式で保存する Microsoft Windows のデジタル音声ファイル
形式。Wave ファイルには .wav というファイル拡張子が付きます。

WebConnect 複数の Cisco Unified MeetingPlace Web サーバ間で 1 つのアドレスに対する負荷を共有できるよ
うにするオプションのアプリケーション。WebConnect を使用すると、サイトが使用不能に
なった場合、ユーザのロールオーバー マップに含まれる他のサイトにスケジュール情報が引
き継がれます。

Web リンク 会議コンソールのツールの 1 つ。このツールによって、Web 会議のすべての参加者に Web 
ページを配信する機能が提供されます。

Wide Area Network
（ワイド エリア ネッ

トワーク）

「WAN」を参照。

Windows Media 
Audio

「WMA」を参照。

WMA Windows Media Audio ファイル形式。Microsoft の音声圧縮テクノロジー。Windows Media 
Audio ファイルには .wma というファイル拡張子が付きます。「MP3」、「WAV」も参照。

あ

アウトダイヤル 現在会議に参加していないユーザとの音声接続を開始する機能。

アクセス権 Cisco Unified MeetingPlace 機能の使用を特定のユーザ アクセス グループに制限することに
よって、会議の制御と構成を精密に行うためのビジネス ロジックのセット。

暗号化 不正利用を防ぐためのセキュリティ処理。一般的には、パブリック ネットワーク経由で転送
されるデータに対して使用されます。元のデータ（プレーン データ）が、暗号化アルゴリズ
ムによって暗号データに変換されます。暗号データは、受信側でデコード（復号）されてプ
レーン データに戻されます。
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い

イーサネット コンピュータ、プリンタ、端末などのデバイスを接続する LAN。イーサネットは、ツイスト
ペア ケーブルまたは同軸ケーブルを介して 10Mbps または 100Mbps で動作します。

一斉アウトダイヤル 会議の時間になるとすべての会議参加者へ自動的に発信されるアウトダイヤル。ユーザは、会
議をスケジュールする際に一斉アウトダイヤルを有効にできます。「アウトダイヤル」も参照。

一般 ID 文字と数字の組み合わせで構成され、ユーザが会議をスケジュールする際に入力するカスタ
ムの会議 ID。「会議 ID」も参照。

イントラネット インターネットのソフトウェアと規格を使用するプライベート ネットワーク。イントラネッ
トは、組織（通常は企業）に属する TCP/IP プロトコルをベースとし、組織のメンバ、従業
員、または権限を持つユーザだけがアクセスできます。イントラネットの Web サイトは、外
観も動作も他の Web サイトとほぼ同じですが、不正アクセスを防ぐためのファイアウォール
で保護されています。

う

ウェブセミナ会議テ

ンプレート

1 人の参加者が主催者を務め、1 人または複数のプレゼンタが存在し、残りの参加者が聴衆者
となる、講義形式の会議の作成に使用される会議テンプレート。この種の会議では、聴衆者
はデフォルトでミュートされます。

お

オプション キー 製品に含まれるオプション機能を有効にするために使用する英数字の文字列。

音声案内 ユーザのタッチトーンまたは音声による入力を要求する音声案内。

か

ガード タイム 会議が開始される前に、ユーザが会議への参加を開始できる時間の長さ。管理者がガード タ
イムを設定することで、会議が続けざまにスケジュールされたり、同じ会議 ID が重複するこ
とを防げます。

会議 ID 特定の会議を識別する一意の番号。「一般 ID」も参照。

会議コンソール Cisco Unified MeetingPlace 会議の制御に使用される Web インターフェイス。

会議室 会議が開かれる仮想環境。「会議コンソール」も参照。

会議の主催者 会議のオーナー。会議の主催者は、会議の間、主催者アクセス権を持ちます（このアクセス
権レベルは、会議の間は変更できません）。「主催者」も参照。

[ 会議の詳細 ] ページ 特定の会議に関する情報（日付、開始時刻、会議の種類など）が表示される Web ページ。[ 会
議の詳細 ] ページには、会議に関連付けられた添付へのリンクもあります。

会議の頻度 定例会議が繰り返される間隔。「定例会議」も参照。
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会議のプリファレン

ス

会議の動作を決定するオプション パラメータのデフォルト設定。各ユーザ プロファイルに
は、デフォルトの会議のプリファレンスが関連付けられています。ユーザは、個々の会議ご
とにデフォルトの会議のプリファレンスと異なる設定を選択できます。

会議のロック 会議へのアクセスが制限された状態。会議への参加を希望するユーザまたはゲストは、主催
者から承認されるまで会議室に入れません。

会議パスワード ユーザが会議へ参加する前に入力する必要がある一連の数字。会議パスワードが必要になる
のは、パスワードを要求するようにスケジュールされた会議だけです。会議パスワードを設
定すると、会議のセキュリティが強化されます。

会議メッセージ ユーザが会議に参加したときに表示される事前記録済みのメッセージ。

外部サイト 企業ファイアウォールの外側に配置されたサーバのグループ。「サイト」も参照。

外部ユーザ 企業のプライベート ネットワークの外から会議にアクセスするユーザ。

き

記録 参加者が会議の音声または Web コンポーネントを記録して後から再生することを可能にする
オプションのセッション中機能。

く

クライアント ソフト

ウェア

タスクを完了するために他のソフトウェアからのサービスを要求するアプリケーション ソフ
トウェア。通常は、他のコンピュータ上のソフトウェアと通信するソフトウェアです。

クラスタ 同じ機能を実行し、論理的に 1 つの単位として動作するサーバのグループ。クラスタのメンバ
間では、システムのパフォーマンスを 適化するために、ロード バランシングが行われます。

グループ 「ユーザ グループ」を参照。

グループウェア ドキュメントおよび情報に対する長距離間の共同作業を支援するソフトウェア アプリケー
ション。グループウェアは、電子メールとカレンダーをサポートしています。グループウェ
アの例としては、Microsoft Outlook や Lotus Notes などがあります。

け

継続会議 常にセッションが開かれていて、いつでも参加者が利用できる種類の会議。リソースは 1 日 
24 時間、週 7 日間予約されます。

ゲスト プロファイル ゲストの権限を定義するデフォルトのアクセス権が含まれるユーザ プロファイル。

ゲスト ユーザ システムに保存された情報を持たず、ゲスト プロファイルに基づくデフォルトのアクセス権
を使用するユーザ。
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こ

公開された会議 アクセス制限なしにスケジュールされた会議。公開された会議の検索およびアクセスは、[ 会
議の検索 ] ページから行えます。Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing へのアクセス権
を持つユーザは、公開された会議を検索して参加できます。「プライベート会議」も参照。

コーデック コーダ / デコーダ（COder-DECoder）の略。信号のエンコードまたはデコードを行うデバイ
ス。一般的には、アナログをデジタルに変換したり、デジタル情報を効率的な形式に圧縮す
るために使用されます。IP の場合、「コーデック」はデータの圧縮 / 解凍テクノロジーを意味
します。

コラボレーション 他の会議参加者が共有アプリケーションをリモートで制御すること。

コラボレーション会

議テンプレート

デフォルトですべての参加者がプレゼンタ アクセス権を持つオープン フォーラム形式の会議
の作成に使用される会議テンプレート。コラボレーション会議の会議室レイアウトには、共
有とコラボレーションのためのツールが含まれます。

さ

サービスクラス権限 スケジュール、アウトダイヤル、記録などに関するユーザ アクセス権。権限は、参加者の
ユーザ クラスによって異なります。「ユーザ クラス」も参照。

サイト 完全なシステムを構成し、通常は地域によって識別される Cisco Unified MeetingPlace サーバ
の論理的集合。

サイトの連絡先 Cisco Unified MeetingPlace のインストールをサポートできる十分な知識を持ち、サポートを受
けるためにシスコと連絡を取る権限を与えられた顧客担当者。

サブ会議セッション 複数の会議参加者がメイン会議の外で私的に話し合う機能。現在、Cisco Unified MeetingPlace 
は、音声だけのサブ会議セッションを同時に 9 個サポートします。

参加者 Cisco Unified MeetingPlace 会議に参加しているユーザ。

参加者リストのみの

会議テンプレート

参加者リストと、オーディオおよびビデオ コントロールのみを備える会議の作成に使用され
る会議テンプレート。これは本質的にオーディオだけの会議であり、Web ベースの会議室を
使用してオーディオ ディスカッションのビジュアル コントロールが提供されます。

参加リンク（CTA; 
Click-to-Attend）

会議通知の本文に含まれ、ユーザを会議に直接接続するカスタマイズされたハイパーリンク。
参加リンクは、会議をホストする Web 会議サーバの IP アドレスに基づいて設定されます。

し

時間帯 グリニッジ標準時（GMT）の地理的な場所に相当する時間的概念。Cisco Unified MeetingPlace 
では、各プロファイルに時間帯の設定があり、ユーザが通常時に勤務しているオフィスの場
所に応じて設定する必要があります。

システム 接続された（任意の種類の）1 台または複数台の Cisco Unified MeetingPlace サーバ。
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システム管理者 ユーザ クラスの 1 つ。通常、システム管理者は Cisco Unified MeetingPlace のセットアップと
保守を担当する組織内の人物です。システム管理者は、システム設定情報やユーザ コミュニ
ティに関する情報など、Cisco Unified MeetingPlace データベースに保存されているすべての情
報にアクセスできます。別のアクセス権で招待された場合を除いて、システム管理者はデ
フォルトですべての会議に対して主催者アクセス権を有します。

実行時 会議が実際に行われている期間。

出席者 ユーザ クラスの 1 つ。出席者とは、組織内のすべてのユーザに対して会議をスケジュールす
る永続的なアクセス権を持つプロファイル ユーザです。別のアクセス権で招待された場合を
除いて、出席者はデフォルトですべての会議に対して主催者アクセス権を有します。「ヘルプ 
デスク」も参照。

準備モード 会議の参加者に表示される画面に影響を及ぼすことなく、主催者が会議室の複数のレイアウ
ト間を移動できるモード。このモード中、主催者は、他の参加者のプレゼンテーション中に
会議レイアウトの編集や準備を行えます。「レイアウト」も参照。

招待者 Cisco Unified MeetingPlace 会議に招待されたユーザ。

主催者 主催者アクセス権を持つユーザ。主催者アクセス権は、主催者による会議の制御を可能にす
るアクセス権のセットで、会議の間だけ有効になります。たとえば、主催者は会議からユー
ザを退席させたり、参加者のアクセス権を変更できます。主催者は、他の参加者に主催者の
資格を与えたり、主催者の資格を剥奪することもできます。

す

スケジュール担当者 会議のスケジューリングを行うユーザ、またはスケジューリングを行ったユーザ。

スタンドアロン シス

テム

完全なマルチメディア ソリューションを提供するために接続された（任意の種類の）1 台ま
たは複数台の Cisco Unified MeetingPlace サーバ。

ステージ 会議で参加者に表示される画面領域。「プレゼンタ限定領域」も参照。

せ

セッション サーバに接続されているクライアントに関連付けられる情報。

セッション プロファ

イル

属性のセットとして保存され、オブジェクトを定義する情報。

セッション中会議機

能

会議中にだけアクセスできる機能。

ゼロ アウト 援助を必要としている音声ユーザが、タッチトーン式の電話機で「#0」を押してヘルプ デス
クにアクセスできる機能。

全ポート予約会議 すべての音声リソースを予約し、その時間は他の会議が音声リソースを予約できないように
する特別な管理用会議。Cisco Unified MeetingPlace Audio Server のアップグレードや保守の時
間帯に使用すると便利です。
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そ

即時会議 スケジュールされると同時に開始される会議。

た

帯域幅 通信チャネルの情報伝送容量。デジタル システムの場合はビット / 秒（bps）単位で測定さ
れ、アナログ システムの場合はメガヘルツ（MHz）単位で測定されます。

タッチトーン イン

ターフェイス

電話機に関係するプロンプトまたは操作。

ち

遅延 データの要求が発行されてから、実際にデータの転送が開始されるまでの時間。ネットワー
ク遅延とは、パケットが瞬間的に保存され、分析され、転送される際に発生する遅延です。

チャット 複数のユーザがコンピュータを利用して行うリアルタイムのテキスト メッセージ通信。
チャットは、会議室で行えます。

注釈 文書やプレゼンテーションに対話的な方法でテキストや画像をリアルタイムに追加すること。
この機能は、アクセス権に応じて Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing で使用できます。

聴衆者 聴衆者アクセス権（ 低のデータ アクセス権レベル）を持つユーザ。聴衆者は、共有コンテ
ンツ、ホワイトボード、メモの表示、ファイル共有ツールで共有されているファイルのダウ
ンロード、および会議内での投票を行えます。コンテンツの共有設定、ホワイトボードへの
注釈、ファイル共有ツールを使用したファイルのアップロード、およびメモの変更は、いず
れも行えません。

つ

通知 会議の主催者および招待者に会議の詳細を通知するメッセージ。

て

定例会議 定期的にスケジュールされた一連の会議。

添付 会議に関連付けられた追加情報。適切な権限を持つユーザは、会議前、会議中、または会議
後のいつでも、会議に情報を関連付けることができます。

と

統合アプリケーショ

ン

Cisco Unified MeetingPlace のコア アプリケーション コンポーネントを既存のアプリケーショ
ンに接続するアプリケーション。Microsoft Outlook、Lotus Notes、Directory Services、
H.323/SIP、インスタント メッセージングなどを統合するためのゲートウェイが用意されてい
ます。
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投票 Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing の機能の 1 つ。この機能では、主催者またはプレ
ゼンタのアクセス権を持つユーザが、会議の参加者からアイデアや意見などのフィードバッ
クを収集するために複数選択または複数回答形式の質問を作成できます。「主催者」、「プレゼ
ンタ」も参照。

ドメイン名 シンボル名の中で IP アドレスのネットワーク番号に対応する部分。シンボル名が 
name@mycompany.com の場合、ドメイン名は mycompany.com の部分になります。

な

内部ユーザ 企業のプライベート ネットワークの内部から会議にアクセスするユーザ。

に

入席 / 退席アナウン

ス

会議参加者の入場または退席を知らせる名前またはサウンド。

認証 ユーザの身元を確認するためにディレクトリを使用してユーザの ID 情報をチェックするプロ
セス。

は

発言者 発言者音声アクセス権を持つユーザ。発言者は、会議中に会議の内容を聞いて発言できます。
「リスナー」も参照。

ひ

ビデオ端末 特定の会議時間に対して予約できる、Cisco Unified MeetingPlace プロファイルを持つビデオ 
エンドポイント。例として、会議室ビデオ システムなどがあります。

ふ

ファイアウォール 内部の企業ネットワークと外部のインターネットを分離するハードウェアおよびソフトウェ
ア ツール。

プライベート会議 公開された会議としてアクセスできないように制限付きでスケジュールされた会議。プライ
ベート会議への参加または検索を行うには、その会議の会議 ID を知っている必要があります。

プラットフォーム ソフトウェアが実行されるハードウェア。

プレゼンタ プレゼンタ アクセス権（会議室の特定の機能を使用できる Web アクセス権レベル）を持つ
ユーザ。プレゼンタは、プレゼンテーションとアプリケーションの共有設定、スライドへの
アクセスとスライドの変更、および投票の変更を行えます。またプレゼンタは、プレゼンタ
限定領域にもアクセスできます。「プレゼンタ限定領域」も参照。
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プレゼンタ限定領域 主催者とプレゼンタがツールを配置できる、会議コンソール画面の「オフステージ」領域。
この領域に配置されたツールは聴衆者には見えません。この領域に配置されたツールが見え
るのは、他の主催者とプレゼンタに限られます。プレゼンタはここに配置されたツールを使
用して、メモやテキスト メッセージなどを個人的にやりとりしたり、聴衆者に表示する新し
いコンテンツを事前に準備したりすることができます。プレゼンタ限定領域には、任意の会
議ツールを配置できます。「ステージ」も参照。

プレゼンテーション Web 会議モードの 1 つ。会議前または会議中に会議へ添付された Microsoft PowerPoint ファイ
ル（.ppt）は、Web 会議中、プレゼンタによって共有ファイル化されます。

プレゼンテーション

会議テンプレート

1 人または複数の参加者が 1 人または複数の参加者で構成される聴衆者に向けてプレゼンテー
ションを行う会議の作成に使用される会議テンプレート。

プロキシ サーバ 他のサーバの代理として機能するサーバ。プロキシは一般的に、サーバの正確な名前または
アドレスをクライアント アプリケーションに知られないようにするために使用されます。

プロファイル Cisco Unified MeetingPlace ユーザを一意に識別する一連の情報。これにはユーザ ID、アクセ
ス権、会議のセットアップに関するプリファレンスなどの情報が含まれます。

プロファイル番号 電話を通じてユーザを識別するために使用される 大 17 桁の番号。プロファイル番号には、
それに対応する数字のパスワード（プロファイル パスワード）があり、Web アクセス用の
ユーザ ID に関連付けれられた英数字のパスワードと区別されます。

プロファイル ユーザ Cisco Unified MeetingPlace アカウントを持つユーザ。ユーザ プロファイルはシステム管理者
によって作成されます。プロファイルが作成されている間、ユーザは課金とセキュリティ上
の注意点に関してさまざまなレベルのサービスを受けることができます。「ゲスト ユーザ」、

「ユーザ クラス」、「ユーザ グループ」も参照。

へ

ヘルプ デスク ユーザが会議中に援助を必要とした場合にアクセスできる場所。「出席者」、「ゼロ アウト」も
参照。

ほ

ポート Cisco Unified MeetingPlace Audio Server ハードウェアと電話機または IP ネットワークの間の接続。

ポート グループ 複数のポートの信号情報を同時に定義するために使用される設定パラメータ。

ホスト 他の会議参加者と共有するソース アプリケーションまたは他の会議参加者に見せるソース ア
プリケーションを提供する Web 会議参加者。

ホワイトボード Web 会議モードの 1 つ。自発的な対話形式のコラボレーションに使用できる空白のページ。

ま

待合室 会議が開始されるまで参加者が待機する仮想の部屋。予約不要の会議では、会議の主催者が
ログインして会議を開始するまで、すべての参加者が待合室に入れられます。
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マルチサーバ会議 異なる場所にいるユーザどうしがローカルの Cisco Unified MeetingPlace サーバにダイヤルイ
ンできる種類の会議。これを使用すると、サーバの間だけで WAN 接続が確立されるため、
ネットワーク コストを節約できます。

マルチサイト システ

ム

物理的な複数の場所にサーバが設置された Cisco Unified MeetingPlace システム。

み

ミュート オン / オフ 発言を行っていない参加者が自分の電話回線をミュートできるセッション中の機能。ミュー
トを使用すると、周囲の雑音が会議の音声に混じることを防げます。ユーザが再び発言する
場合は、ミュートを解除する必要があります。

ゆ

ユーザ Cisco Unified MeetingPlace システムを使用する人。

ユーザ クラス ユーザに割り当てられたシステム関連のアクセス権のレベル。

ユーザ グループ 共通の属性を持つプロファイル ユーザのグループ。システム管理者は、ユーザ グループを定
義することで、個々のユーザ プロファイルの設定と管理に必要な時間を節約できます。

ユーザ ID すべてのプロファイル ユーザに与えられる 大 17 文字の一意の英数字文字列。MeetingTime 
では、すべての画面とレポートにおいて、ユーザ名の代わりにユーザ ID が表示されます。

ユーザ ライセンス 「UL」を参照。

よ

予約不要の会議 特別な種類の即時会議。各プロファイル ユーザには、予約不要の会議すべてに共通する一意
の ID が割り当てられます。

り

リスナー リスナー アクセス権（ 低の音声アクセス権レベル）を持つユーザ。リスナーは会議中に発
言できません。

リッチメディア会議 PSTN 電話機、IP 電話機、Web、インスタント メッセンジャ、ビデオなどのさまざまなイン
ターフェイスを通じて 1 人または複数の参加者が同時に会議を行える機能。

れ

レイアウト 会議でのツール ウィンドウの配置。レイアウトには、種類の異なる複数のツールや、同じ
ツールの複数のインスタンスを組み込めます。会議の主催者は、1 つの会議に対して複数のレ
イアウトを定義し、[ レイアウト ] メニュー、またはステージの下にある [ レイアウト ] ツー
ルバーを使用してレイアウト間を移動できます。
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ろ

ロード バランシング パフォーマンス、スループット、アベイラビリティを 大化するように 2 つ以上のサーバ間
でパフォーマンスを分配すること。

ロール コール 現在会議に参加している他の参加者のリストを聞くことができる Cisco Unified MeetingPlace 
Audio Server のセッション中機能。

ロギング アプリケーションのアクティビティに関する情報を保存する処理。
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