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第 1 章

WebEx ミーティングの管理

WebExミーティングをホストし管理する方法、参加者がコンテンツやチャットの共有、ビデオ
送信、お互いとの交流ができるようにする方法について学びます。
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第 2 章

ミーティングの開催

WebExミーティングの主催者はミーティングを進行するためのすべての責任を担う必要があり
ます。ミーティングウィンドウが提供するフォーラムを使うことで、ミーティングのあらゆる

面を管理し、参加者によるチャット、ビデオの送信、情報の共有、ドキュメント、プレゼンテー

ション、ホワイトボード、アプリケーションなどを使用して相互対話を有効にします。

TelePresenceシステムを採用しているミーティングを主催している場合は、以下のWebEx機能
は利用できません。

（注）

•記録

•投票

•ファイル転送

•チャット (TelePresenceルームにいる参加者との)

• ミーティングウィンドウ, 3 ページ

• クイックリファレンスガイド：ミーティングの開催, 4 ページ

ミーティングウィンドウ
ミーティングウィンドウ中のツールを使用してコンテンツを共有したり表示したりします。パネ

ルを使用してチャット、メモ、その他のタスクを実行できます。ミーティングを開始または参加

すると、ミーティングウィンドウの左側に [クイックスタート]、[Meeting Info]、[Youare viewing]
タブが開き、パネル領域が右側に開きます。ミーティング中に実行したいほぼすべての事はこの

領域から行うことができます。

以下で、ミーティングウィンドウのタブ機能の概要を簡単に説明します。

• [QuickStart]タブでは、ミーティングの録画、ミーティングを退出、オーディオ接続の選択、
画面の共有、追加参加者の招待のようなタスクを実行できます。
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• [Meeting Info]タブでは、ミーティング招待メールと類似の情報を提供します。ミーティング
主催者の名前、オーディオ接続番号、参加者 IDのような情報です。

• [You are viewing]タブでは、主催者がミーティング参加者と共有するコンテンツを表示しま
す。

クイックリファレンスガイド：ミーティングの開催
操作...目的...

[Invite and Remind]を選択し、招待方法を選択
し、必要な情報を入力します。

進行中のミーティングに人々を招待する

[Participant] > [Entry and Exit Tone]の順に選択し
ます。

（Meeting Centerでは利用できません）

参加者エントリーとをオフにし、トーンを終了

します

[Meeting] > [Welcome Message]の順に選択しま
す。

ミーティングの間の歓迎メッセージを編集しま

す

[Record]を選択します。
複数のレコーディングファイルを作

成してしまうのを避けるため、必要

に応じてレコーディングを一時停止、

再開します。

ヒント

自分のミーティングを録画する

参加者リストのコールインユーザー名を右ク

リックし、[Rename]を選択します。

（Meeting Centerでは利用できません）

コールインユーザーの名前を変更します

[File] > [Preferences]の順に選択し、[SoundAlerts]
を選択します。

参加者がミーティングに入室またはミーティン

グに参加するときに使用するサウンドを編集し

ます。

[File] > [Preferences]の順に選択し、[SoundAlerts]
を選択します。

参加者がチャットメッセージに入室するときに

使用するサウンドを編集します。
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操作...目的...

最後のプレゼンタから次のプレゼンタにWebEx
ボールをドラッグします

•参加者のサムネールを表示している場合
は、サムネールにマウスオーバーし、

[Make Presenter]を選択します。

•フルスクリーンモードで共有している場合
には、画面トップにあるドックされたト

レーにマウスオーバーし、[Assign] > [Make
Presenter]の順に選択し、参加者を選択し
ます。

別の人をプレゼンタに指名する

参加者名またはサムネールの上で右クリック

し、[Change Role] > [Host]の順に選択します。

主催者の役割を後で取り戻すことを

考えている場合は、ミーティングウィ

ンドウのコンテンツビューアにある

[ミーティング情報]タブに表示されて
いる、主催者キーを書き留めておき

ます。

ヒント

別の人を主催者に指名する

参加者リストで自分の名前を選択し、

[Participant] > [ReclaimHost Role]の順に選択し、
必要な情報を入力します。

主催者の役割を取り戻す

以下のいずれかの作業を行ってください。

•削除する出席者の名前を選択し、
[Participant] > [Expel]の順に選択します。

•参加者リストのコールインユーザー名を右
クリックし、[Expel]を選択します。

ミーティングから参加者を削除する

[Meeting] > [Restrict Access]の順に選択します。

ミーティングへのアクセスを制限す

ると、ミーティングに招待されてい

るけれどもまだ参加していない参加

者も含めて、誰も参加できなくなり

ます。

ヒント

ミーティングへのアクセスを制限する

[Meeting] > [Restore Access]の順に選択します。ミーティングへのアクセスを復元する
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操作...目的...

[File] > [Leave Meeting]の順に選択します。

ミーティング主催者の場合は、まず

主催者の役割を他の参加者に与えた

後に、ミーティングから退席してく

ださい。

ヒント

Meeting Center主催者が主催者の役割を移転せ
ずに退席すると、別の参加者に自動的に主催者

の役割が割り当てられます。

ミーティングからの退席

[File] > [End Meeting]の順に選択します。

ミーティング主催者は、ミーティン

グを終了せずに退席することもでき

ます。ミーティングを退席する前

に、まず主催者の役割を他の出席者

に割り当てる必要があります。

ヒント

ミーティングの終了
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第 3 章

ミーティングの権限：

すべての参加者は、デフォルト権限でミーティングを開始できます。ただし、ホストがスケジュー

リングのときに異なる権限を指定している場合はこの限りではありません。

• 共有権限の割り当て, 7 ページ

共有権限の割り当て

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

ステップ 2 参加者、または [All Participants]を選択します。

ステップ 3 すべての権限を付与するには、[Assign all privileges]をチェックし、[Assign]をクリックします。

ステップ 4 一連の権限を付与または剥奪するには、以下を実行します。

•チャット権限では、[Communicate]タブを選択し、以下に注意して適切なオプションをチェックする、
またはチェックを外します。

•プライベートチャットは、選択されたビューアのチャットウィンドウのみに表示されます。

•パブリックチャットは、すべての人のチャットウィンドウに表示されます。

•オペレータにプライベートに連絡 -このオプションは、お使いのサイトにこのオプションが用意
されている場合にのみ利用できます。電話会議中はいつでも00をダイヤルすれば電話会議サー
ビスのオペレータにつながります。

•ドキュメント、ビュー、またはミーティング権限では、[Participants]タブを選択し、以下に注意して
適切なオプションをチェックする、またはチェックを外します。

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

• [View] > [Thumbnails] -これによって、参加者は、プレゼンタのコンテンツビューに表示されて
いるコンテンツにかかわらず、任意のページ、スライド、またはホワイトボードのサムネイル
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をいつでも表示できるようになります。参加者にこの権限を与えると、その参加者は任意のペー

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

ることができます。

• [View] > [Any page] -この権限を与えると、参加者はページ、スライド、またはホワイトボード
を個別に移動して参照することができます。

• [Meeting] > [Share documents] -この権限があると参加者はドキュメント、プレゼンテーション、
またはホワイトボードを共有したり、コンテンツビューア中の任意のページ、スライド、また

はホワイトボードをコピー、貼り付けできるようになります。主催者がミーティングのスケ

ジュール時にUCFリッチメディアを参加者から利用可能に設定した場合に限り、参加者はUCF
リッチメディアのプレゼンテーションやファイルを共有できます。

ステップ 5 終了したら、[Assign]をクリックします。
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第 4 章

ミーティングパネル

• パネル, 9 ページ

• パネルを管理, 10 ページ

• ミーティングコントロールパネルの概要, 10 ページ

• コンテンツビューアとパネル領域のサイズを変更する, 10 ページ

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

域から行うことができます。

パネル領域は、最初はデフォルトのパネルで表示します。パネル領域の上部にあるアイコンから

他のパネルを利用することも可能です。

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

グシステムにより異なります。これらの手順に従い、パネルのコマンドにアクセスできます。

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

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

パネル警告

パネルを折りたんでいるか最小化している状態で、パネルに注目する必要がある場合に、オレン

ジ色の警告が表示されます。
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パネルを管理

ステップ 1 パネルトレイの [More options]ボタンをクリックします。

ステップ 2 [パネルを管理する]を選択します。

ステップ 3 どのパネルを追加または削除するかを選択し、表示の順番を選択します。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

ミーティングコントロールパネルの概要
共有アプリケーション、画面、またはWebブラウザの表示やリモートコントロール時、あるい
は共有リモートコンピュータの表示時に、プレゼンタは標準ウィンドウとフルスクリーン表示間

で表示を切り替えることができます。

フルスクリーン表示では、画面上部にあるミーティングコントロールからパネルにアクセスする

ことができます。

コンテンツビューアとパネル領域のサイズを変更する
ドキュメントまたはプレゼンテーションを共有中に、パネルエリアを狭めたり広げることで、コ

ンテンツビューアのサイズを変更できます。

コンテンツビューアとパネルの境界線を選択します。

•境界線を左側にドラッグすると、パネル領域が拡がります。

•境界線を右側にドラッグすると、コンテンツビューアが大きくなります。
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第 5 章

キーボードアクセス

• キーボードショートカット, 11 ページ

キーボードショートカット
Windowsオペレーティングシステムを使用する参加者で、特別なサポートが必要な人、またはパ
ワーユーザーは、キーボードショートカットを使用してミーティングウィンドウを操作できます。

これらのキー操作のいくつかはWindows環境の標準的なものです。

からプレス

アクションをキャンセルし、アクティブウィンドウまたはメ

ニューを閉じ、またはミーティングコントロール、パネル、お

よび通知をフルスクリーン共有モードで表示します

Esc

Cisco WebEx Meeting CenterヘルプにアクセスしますF1

コンテンツ領域とパネル領域の間を切り替えますF6

•ミーティングウィンドウのコンテンツエリアに開くドキュ
メントを切り替えます

•パネル内を移動する

•以下のダイアログボックスのタブを切り替えます

◦招待とリマインド

◦設定

◦ミーティングオプション

◦参加者の権限

Ctrl+Tab
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からプレス

•以下のパネルおよびエレメントで右クリックメニューを表
示します

◦ [参加者]パネル

◦ [チャット]パネル

◦ [メモ]パネル

◦ [字幕]パネル

◦ [ファイル転送]ウィンドウ

◦共有ホワイトボードとファイルのタブ

•参加者リストを使用する

Shift+F10

構成要素間で切り替える、例えば、ダイアログまたはパネル中

のボタン、フィールド、チェックボックスなどです

タブ

•ダイアログボックス中のオプションを切り替える

•ファイル共有の間、共有されているスライドをスクロール
するのに使用します

矢印キー

ファイル共有の間、前のスライドへ戻るのに使用しますPgUp

ファイル共有の間、先のスライドへ進むのに使用しますPgDn

任意のダイアログボックスを閉じるAlt+F4

•オプションボタンにチェックを入れるまたは解除する

•入力ボックスにテキストを入力する

スペースバー

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

参加

ミーティングのコントロールパネルをフルスクリーン共有モー

ドで表示します

Ctrl+Alt+Shift

ミーティングのコントロール、パネル、通知を非表示にしますCtrl+Alt+Shift+H

自分をミュートまたはミュート解除しますCtrl+M
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からプレス

すべての参加者に共有を許可しますCtrl+Alt+S

参加者に権限を割り当てますCtrl+K

フルスクリーンモードにしますAlt+Enter

ページを左へ回転しますCtrl+Shift+

ページを右へ回転しますCtrl+Shift+>

ズームインしますCtrl++

ズームアウトしますCtrl+-

ページサイズを利用可能な画面スペースに調整しますCtrl+Shift+W

すべての参加者のコンテンツビューアの共有ページ、スライ

ド、またはホワイトボードの表示を、自分のビューアの表示と

同期します

Ctrl+Shift+Y

画面を共有しますCtrl+Alt+D

アプリケーションを共有しますCtrl+Alt+A

ファイルまたはビデオを共有しますCtrl+Alt+O

ホワイトボードを共有するCtrl+Alt+N

ファイルをブラウズする、ファイルを開く、ファイルを共有し

ます

Ctrl+O

共有しているファイルまたはホワイトボードを閉じますCtrl+W

ファイルを転送して参加者がダウンロードできるようにしますCtrl+Shift+T

前のアクションを取り消しますCtrl+Shift+Z

前のアクションを繰り返しますCtrl+Shift+Y
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第 6 章

スクリーンリーダーサポート

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

•アプリケーションメニューおよびドロップダウンメニュー

•共有ファイルのタイトルとタブのタイトル

•クイックスタートページのボタン、ボタンタイトル、およびツールチップ

•パネルおよびパネルトレーボタン、ボタンタイトル、およびツールチップ

•注釈パネルおよびツールバー

•ミーティングウィンドウのコンテンツエリアツールバーを共有する

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

WebEx Meetings の管理 リリース 2.6    
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第 7 章

ビデオ会議

• ビデオを送受信する, 17 ページ

• ビデオ会議用にシステム要件を最小化する, 18 ページ

• クイックリファレンスガイド：ビデオ会議, 19 ページ

• 映し出す参加者を 1人に固定する, 20 ページ

• 共有中にビデオを管理する, 20 ページ

• ミーティング中に画像および音声データを取得する, 21 ページ

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

他の参加者が、あなたの様子やあるいはWebカメラに映し出された対象を見ることができます。
参加者はビデオを表示するために、コンピュータにインストールされたWebカメラを持つ必要は
ありません。

WebEx Meeting Centerと Training Centerは最大で 720p解像度の高画質ビデオ（HD）に対応しま
す。その他のWebExサービス（例えば Event Centerおよび Support Center）は最大で 360p解像度
までの高画質ビデオに対応します。テクノロジーが、各参加者のコンピュータ性能とネットワー

ク帯域を照らしてビデオが自動的に最高画質になるよう調整します。

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

内およびスケジューラ上でビデオのオプションを設定できます。サイトまたはミーティングに

HDまたは高画質ビデオが設定されていない場合は、標準ビデオが使用されます。
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TelePresenceシステムを含むMeeting Centerを管理している場合、次のWebExの機能を利用す
ることができます。

（注）

•記録

•投票

•ファイル転送

• TelePresenceルーム内の参加者とのチャット

ビデオ会議用にシステム要件を最小化する
360pの解像度のビデオを送受信するには、あなたのシステムが次の最小要件を満たしていること
を確認してください:

使用環境アクション

•高画質ビデオの撮影が可能なWebカメラ
Webexではこのタイプのほとんどのウェブ
カムをサポートしています。

• 1GB以上の RAM、デュアルコアプロセッ
サを搭載したコンピュータ 1台以上。

•高速ネットワーク接続。

送信

• 1GB以上の RAM、デュアルコアプロセッ
サを搭載したコンピュータ 1台以上。

•高速ネットワーク接続。

受信

720pの解像度のビデオを送受信するには、あなたのシステムが次の最小要件を満たしていること
を確認してください:
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使用環境アクション

• HDビデオの撮影が可能なWebカメラ
Webexではこのタイプのほとんどのウェブ
カムをサポートしています。

• 2GB以上のRAM、デュアルコアプロセッ
サを搭載したコンピュータ1台以上。

•高速ネットワーク接続。

送信

• 2GB以上のRAM、デュアルコアプロセッ
サを搭載したコンピュータ 1台以上。

•高速ネットワーク接続。

受信

クイックリファレンスガイド：ビデオ会議

操作...目的...

自分の名前のそばにあるビデオアイコンを選択

します。

ビデオの送信中はアイコンが緑になります。

ビデオの送信を開始または停止する

ビデオディスプレイの右上角にある参加者アイ

コンを選択します。

ビデオを送信するすべての参加者を表示する

画面右上角にある [フルスクリーンモードから
退出]を選択します。

ミーティングウィンドウに戻る

アクティブスピーカーディスプレイの右上角に

ある拡大アイコンをクリックします。

フルスクリーン表示の間、継続してHDビデオ
(Meeting Centerおよび Training Centerのみ対応)
を送受信することができます。

フルスクリーン表示で、アクティブスピーカー

（または主催者が指定した特定の参加者）を表

示する

画面右上角にある最小化アイコンをクリックし

ます。

ビデオ送信している全員を表示できるところへ

戻る
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操作...目的...

Windows

参加者パネル右上にあるオプションのアイコン

を選択します。

Mac

参加者パネル右下でこのオプションのアイコン

を選択します。

コントラスト、鮮明度、明るさのようなWeb
カメラのオプションを設定する

表示されるオプションはあなたのWebカメラ
により異なりますのでご注意ください。

参加者パネル右上にあるオプションのアイコン

を選択します。

すべてのミーティングへの自動的なビデオ送信

の有効化と無効化

将来のミーティングでビデオポップアップを無

効化

映し出す参加者を 1 人に固定する
あなたが主催者の場合は、全員に映し出す対象を選択することができます。

ステップ 1 ビデオディスプレイで表示する参加者の名前を選択します。

[映し出す参加者を 1人に固定]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 映し出す参加者を選択します。

•現在話をしている人物を映し出したい場合は [The active speaker]を選択します。

ビデオは、最も大きな声で話をしている人に断続的に切り替わります。

•特定の参加者を映し出したい場合には、[Aspecific participant]を選択し、参加者の名前を選択します。

発言中の参加者に関係なく、すべての参加者に対し常にこの対象が表示されます。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

共有中にビデオを管理する
実行するにはこれを

自分の映像のパネル右上角にあるアイコンを選択します。
共有中に、自分の映像を最小化す

る
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実行するにはこれを

前面表示ペイン右下角にあるアイコンを選択します。
共有中に、セルフビューを復元す

る

自分の映像のパネルの中央にあるビデオアイコンを選択しま

す。
自分の映像を停止または表示する

自分の映像のパネル左上角にある下矢印を選択します。共有中にビデオを最小化する

右下角を選択してドラッグします。ビデオ表示のサイズを変更する

パネルをドラッグし、デスクトップの別の場所に移動します。ビデオ表示を移動する

パネル右上角にある参加者アイコンを選択します。全員表示に切り替える

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

•ミーティングウィンドウで音声とビデオデータを取得するには、[Meeting] > [Audio & Video
Statistics...]の順に選択します。

•皆が送信するビデオを表示しながら、音声とビデオデータを取得するには、アクティブス
ピーカーが表示されているところで右クリックし、[Audio&VideoStatistics...]を選択します。

はじめる前に

このトピックは、Meeting Centerおよび Training Centerのみに適用されます。
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第 8 章

コンテンツを共有する

• コンテンツを共有する, 23 ページ

• クイックリファレンスガイド：コンテンツを共有する, 25 ページ

• ファイルを共有, 27 ページ

• Webコンテンツの共有, 35 ページ

• アプリケーションを共有します, 36 ページ

• リモートコンピュータの共有について, 39 ページ

• 投票を開始する, 43 ページ

• ミーティング中にファイルを転送およびダウンロードする, 48 ページ

• メモを取り、管理する, 49 ページ

コンテンツを共有する
Meeting Centerでは、複数の異なるタイプのコンテンツ共有をサポートします。

ファイル共有

ファイル共有は、ミーティング中にビデオをスライドプレゼンテーションなどを編集する必要の

ない場合に便利です。参加者は、以下のことを行うことができます。

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

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

•共有されたMicrosoftPowerPointスライドのアニメーションやスライドトランジションも参照
することができます。
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Office 2013ユーザーが PowerPointスライドを共有する場合のアニメーション
とトランジションはサポートしていません。かわりに、アプリケーションま

たは画面の共有を使用します。ミーティングが開始した後、保存したプレゼ

ンテーションまたはドキュメントを開いて共有できます。ミーティングの前

にそれを選択したり、「ロード」する必要はありません。

（注）

Web コンテンツの共有

Webコンテンツは、公共のインターネットもしくはWeb、あなたの会社のイントラネット、また
はあなたのコンピュータもしくはプライベートネットワーク上の他のコンピュータにあるコンテ

ンツを参照します。Webコンテンツには以下のものが含まれます:

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

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

アプリケーション共有

ミーティング中にアプリケーションのようなソフトウェアを共有する場合、参加者のコンテンツ

ビューアから、またはすべての参加者画面の共有ウィンドウからそれを閲覧できます。このウィ

ンドウでは、以下を表示できます。

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

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

•ウェブブラウザ (特定のWebページを参加者と共有したり、プライベートイントラネットを
表示するのに便利です)

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

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

よび異なるビューの表示などの権限を割り当てることができます。
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クイックリファレンスガイド：コンテンツを共有する

主催者またはプレゼンタのみ

操作...目的...

コンテンツビューアのトップから [New
Whiteboard]を選択します。

新しいホワイトボードを開始する

[Share] > [Whiteboard]の順に選択します。

共有ホワイトボードに複数のページ

を追加することができます。複数の

ホワイトボードを共有することがで

きます。

（注）

ホワイトボードを共有する

[Share] > [Web Browser] の順に選択し、ブラウ
ザのWebページに行きます。

Webブラウザを共有する

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

注釈を開始する

ツールパネルで [Save Annotations]を選択しま
す。

参加者は、主催者またはプレゼンタか

ら画面取り込み権限が与えられていな

い場合、このオプションを使用するこ

とはできません。主催者は、独自の

ソフトウェアを共有している場合は、

この権限が無効になっていることを確

認してください。

（注）

注釈を保存する

[消しゴムツール]アイコンの右にある下矢印を
クリックし [Clear My Annotations]を選択しま
す。

現在コンテンツビューア中に表示されている

ページまたはスライドの注釈だけが消去されま

す。他のページまたはスライドの注釈は消去さ

れません。

自分が行った注釈を削除

[消しゴムツール]アイコンの右にある下矢印を
クリックし [Clear My Pointer]を選択します。

自分のポインタを削除
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操作...目的...

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選

択し、[View] > [Full screen for Participants]の順
に選択します。

共有ソフトウェアを全画面表示にする

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選

択し、[View] > [Synchronize for All]の順に選択
します。

表示の同期は、参加者の画面に表示される共有

ソフトウェアのサイズには何も影響はありませ

ん。参加者は表示サイズを各自で操作できま

す。

表示画面を参加者と同期させる

ミーティングコントロールパネルで、[Annotate]
を選択し、次に [ Allow to Annotate]を選択しま
す。

共有ソフトウェアで参加者に注釈を許可する

ミーティングコントロールパネルで、[Assign]
ボタンの下矢印を選択し、 [Pass Keyboard and
Mouse Control] > [Auto Accept All Requests]の順
に選択します。

参加者による共有ソフトウェアの操作を自動的

に許可する

自分のコンピュータのデスクトップで、マウス

を選択し共有ソフトウェアのコントロールを取

り戻します。

それまで共有ソフトウェアを操作していた参加

者は、任意の時点でマウスをクリックして、コ

ントロール権限を取り戻すことができます。

共有ソフトウェアのコントロールを取り戻す

参加者のみ

操作...目的...

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選

択し、[View]を選択します。メニューからオプ
ションを選択します。

共有ソフトウェアの標準ウィンドウとフルスク

リーン表示を簡単に切り替えるには、共有ソフ

トウェアをダブルクリックしてください。

共有ソフトウェアのビューを管理する

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選

択し、[Stop<option>]を選択します。例えば [Stop
Application Sharing]です。

共有ウィンドウを閉じる
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操作...目的...

ミーティングコントロールパネルで、[Ask to
Annotate]を選択します。

共有ソフトウェアへの注釈操作を要求する

ツールパネルで [Save Annotations]を選択しま
す。

主催者またはプレゼンタから画面取り込み権限

が与えられていない場合、このオプションを使

用することはできません。

注釈を保存する

ミーティングコントロールパネルで、[Ask to
Control]を選択します。

共有ソフトウェアのリモートコントロールを要

求する

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

ステップ 1 [Share] > [File (Including video)]の順に選択します。

ステップ 2 共有したいファイルを 1つまたは複数選択し、[開く]をクリックします。
ファイルは 1度に 1つずつロードされ、ステータスインジケータはコンテンツ領域とドキュメントタブに
表示されます。共有ファイルがコンテンツビューア中に表示されます。

一般的なメディアファイルタイプの多くは、オプションを使用して共有できます。サポートさ

れるMicrosoft Windowsメディアファイルタイプの一部に
は、.wmv、.wma、.mp3、.mpg、.mpeg、.avi、.wav、.mp4、.qt、.mov、および .flvが含まれます。
サポートされるMac OSメディアファイルタイプの一部には、AVI、DivX、.mkv、および .GVI
が含まれます。サポートされないメディアファイルタイプの一部には、.rmi、.ram、.ra、および
RMVBが含まれます。

（注）

ステップ 3 （任意）共有されているドキュメントに、適切に表示されないカスタムフォントが使われている場合は、

[Meeting] [ > Options] [ > Import Mode] [ > Printer driver]を選択します。 OK をクリックします。

テスト済みのメディアファイルの種類

以下の表には、WindowsおよびMacプラットフォームとその対応コーデック上で検証されテスト
済みのメディアファイルの種類が一覧になっています。
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表に含まれるファイルの種類は、テスト済みのもののみです。実際の結果は、ローカル PCは
条のビデオコーデックに依存する場合があります。

（注）

表 1：Windows プラットフォーム

ファイル形式音声コーデックビデオ

コー

デック

Container （プ
ラグイン）

wmvWMAWMV8WMV

wmvWMAWMV9WMV

aviPCMUncompressed
RGB24

AVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVNAWAV

wmaWMANAWMA

mp3MP3NAMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV

表 2：Mac Platform

ファイル形式音声コーデックビデオ

コー

デック

Container （プ
ラグイン）

flvAACH.264FLV

mp3MP3NAMP3
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ファイル形式音声コーデックビデオ

コー

デック

Container （プ
ラグイン）

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMUncompressed
RGB24

AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMUncompressed
RGB24

MKV

aviMP3MPEG-4XVID

プレゼンテーション共有でインポートモードを選択する

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

注意ください。共有プレゼンテーションに新しいインポートモードを適用するには、一度終了し

た後に再度共有しなおす必要があります。

はじめる前に

このトピックはWindowsユーザーのみに適用されます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[ミーティング >[オプション]の順に選択します。
[ミーティングのオプション]ダイアログボックスが表示されます。デフォルトでは、[オプション]タブが
表示されています。

ステップ 2 インポートモードを選択します。

ステップ 3 [ユニバーサルコミュニケーションフォーマット]または [プリンタドライバ]のいずれかを選択します。

• Universal Communications Format (UCF) -デフォルトモード。Microsoft PowerPointプレゼンテーショ
ンで、アニメーションおよびスライドトランジションを表示します。UCFモードでは、ミーティン
グマネージャでプリンタドライバモードよりも速くプレゼンテーションをインポートできます。た

だし、異なるプラットフォーム間でページまたはスライドが同じように表示されないことがありま

す。

Office 2013ユーザーが PowerPointスライドを共有する場合のUCFモードはサポートしてい
ません。

（注）
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•プリンタドライバ -共有プレゼンテーションを、印刷した場合と同じように表示し、異なるプラット
フォームのミーティングマネージャで、ページやスライドを同じように表示します。ただし、この

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

では、最初のページまたはスライドはすぐに表示されることもありますが、一般的にすべてのページ

やスライドをインポートするまでにかかる合計時間は、UCFモードの場合よりも長くなります。

ステップ 4 [OK]を選択します。

ツールバーを使用してスライド、ページ、またはホワイトボードを移

動する

コンテンツビューア中の、別のページ、スライド、またはホワイトボード「ページ」に移動する

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

が、コンテンツビューアの上部にあるタブに表示されます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、表示するドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードのタブ

を選択します。

一度に表示される以上のタブがある場合は、下矢印ボタンを選択し、残りのタブを確認します。

ステップ 2 ツールバーの矢印オプションをクリックして、表示するページまたはスライドを変更します。

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

•ページまたはスライドを、指定した間隔で自動的に進行させることができます。

•プレゼンテーションにアニメーションやスライドトランジションが含まれている場合、ツー
ルバーまたはキーボードショートカットを使って実行することができます。
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ページまたはスライドを自動進行させる

コンテンツビューアでドキュメントまたはプレゼンテーションの共有時に、一定の間隔で自動的

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

たら、任意の時点でそれを停止することができます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、ページまたはスライドを自動進行するドキュメントまたはプレゼンテーショ

ンのタブを選択します。

ステップ 2 [表示] > [自動的にページを進める]の順に選択します。

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

•上または下ボタンをクリックして間隔を速めたり遅めたりします。

•時間間隔を入力します。

ステップ 4 [開始]をクリックします。

ステップ 5 すべてのページまたはスライドを表示し終わった後、ページまたはスライドの表示を再開始する場合は、

[始めに戻って、引き続きページを進める]にチェックマークを付けます。

ステップ 6 オプショナルです。 [自動的にページを進める]ダイアログボックスの右上にある [閉じる]ボタンをクリッ
クして、ダイアログボックスを閉じます。

ページまたはスライドが、指定した間隔で進められます。

ステップ 7 ページまたはスライドの自動進行を停止するには、[自動的にページを進める]ダイアログボックスを再度
開き、[Stop]をクリックします。

共有プレゼンテーションでスライドアニメーションおよびトランジ

ションを表示する

はじめる前に

• Office 2013ユーザーが PowerPointスライドを共有する場合のアニメーションとトランジショ
ンはサポートしていません。かわりに、アプリケーションまたは画面の共有を使用します。

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

•スライドアニメーションやトランジションを表示するには、プレゼンテーションをユニバー
サルコミュニケーションフォーマット (UCF)ファイルで共有します。 UCFインポートモー
ドでは、共有時に PowerPointファイルが UCFファイルに自動的に変換されます。
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• Java Meeting Managerを使用しているミーティング参加者が少なくとも 1名いる場合、ミー
ティング中にアニメーションやスライドトランジションを表示することはできません。ミー

ティングのスケジュール時に、ミーティングの主催者は、参加者が Java Meeting Managerを
使用してに参加しないよう、未然に防ぐことができます。

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

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

す。

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

新しいページを共有されたファイルまたはホワイトボードに追加する

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

のページを追加することができます。

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

ワイトボードのタブを選択します。

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

の最後に新しいページが表示されます。

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

使ってあなたの追加ページを簡単に表示して移動することができます。

ヒント

画像をスライド、ページ、またはホワイトボードに貼り付ける

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

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

コンテンツビューアには、ビットマップ画像ならどれでも (GIF、JPEG、BMPおよび TIF画像を
含む)貼り付けることができます。ただし、EPSやPhotoshop（PSD）画像など、その他の種類の
画像を貼り付けることはできません。

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

タブを選択します。

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

最後に、画像が表示されます。

プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボードを保存す

る

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

を保存することができます。保存するファイルには、自分や他の出席者が追加したすべての注釈

やポインタも含め、現在コンテンツビューアに表示されているドキュメント、プレゼンテーショ

ン、またはホワイトボード中のすべてのページまたはスライドが含まれます。

保存するファイルは、ユニバーサルコミュニケーションフォーマット（UCF）内にあります。 .ucf
ファイルは、他のミーティングやミーティング以外で必要なときに開くことができます。

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

う一度ファイルに上書きしたり、別のファイルに保存することができます。

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

ステップ 2 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 3 [ファイル名]ボックスに、ファイル名を入力します。
コピーを保存するには、[名前を付けて保存] > [Document]の順に選択肢、ファイルの新規名を入
力するか、ファイルを保存する新しい場所を選択します。

（注）
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保存したドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボード

を開く

ミーティング中にコンテンツビューアに表示されているドキュメント、プレゼンテーション、ま

たはホワイトボードを保存した場合、次のいずれかの作業を行うことができます。

•別のミーティング中に、コンテンツビューアでファイルを開く。プレゼンタ、またはドキュ
メントの共有権限を持つ参加者のみが、ミーティング中に保存したファイルを開くことがで

きます。

•必要なときにコンピュータのデスクトップでファイルを開く。

保存したドキュメント、プレゼンテーション、またはホワイトボードは、保存したユニバーサル

コミュニケーションフォーマット（UCF）内にあります。

はじめる前に

• Office 2013ユーザーが PowerPointスライドを共有する場合のUCFはサポートしていません。

•開きたいファイルが自分のコンピュータのデスクトップにある場合は、それをダブルクリッ
クし、WebEx Document Viewerで開きます。

ステップ 1 [File] > [Open and Share]の順に選択します。

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

ステップ 3 開く をクリックします。

プレゼンテーション、ドキュメント、またはホワイトボードを印刷す

る

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

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

ポインタが含まれます。

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

択します。

ステップ 2 [ファイル] > [印刷] > [ドキュメント]の順に選択します。

ステップ 3 使用する印刷オプションを選択し、ドキュメントを印刷します。
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コンテンツビューアで共有コンテンツを印刷するとき、ミーティングマネージャは、印刷する

ページに収まるようにサイズを調整します。ホワイトボードの場合は、MeetingManagerが印刷
するのは、ホワイトボード上のダッシュ内のコンテンツのみです。

（注）

Web コンテンツの共有
マルチメディアコンテンツを含むWebページを共有することができます。ページは各参加者の画
面のコンテンツビューア中に表示されます。コンテンツのメディアプレーヤーが必要な場合、参

加者は自分のコンピュータにインストールされた適切なプレーヤーを持っている必要があります。

ステップ 1 [Share] > [Web Content]の順に選択します。

ステップ 2 アドレスには、コンテンツのあるURLを入力するか、またはポップダウンリストから選択します。

ステップ 3 種類には、共有を希望するWebコンテンツの種類を選択します。

ステップ 4 [OK]をクリックします。
URLは、他のブラウザウィンドウなどの任意のソースからコピーして、それを [アドレス]ボッ
クスに貼り付けることができます。

ヒント

Web コンテンツ共有と Web ブラウザ共有の違い
Meeting Centerでは、Webベースの情報を共有するためのオプションが 2つ提供されます。必要
に応じて選択してください。

欠点利点共有オプション

• Webページ上のメディア
効果を表示したり、音声

を伝送することができな

い。

•参加者が各自でWebペー
ジを操作できない。

•参加者にWeb上のさまざ
まなWebページやサイト
を参照させることができ

る。

•出席者にWebブラウザの
操作を許可できる。

• Webページに対して、自
分や他の参加者が注釈を

記入できる。

Webブラウザの共有
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欠点利点共有オプション

参加者に他のWebページを参
照させられない。

• Webページを表示し、Web
ページ上でビデオやオー

ディオなどのメディア効

果を参加者に提供できる。

•参加者は、各自のコンテ
ンツビューアでWebペー
ジを自由に操作できる。

Webコンテンツの共有

アプリケーションを共有します
自分のコンピュータ上の任意のアプリケーションを、ミーティングの参加者と共有することがで

きます。

はじめる前に

このタスクを完了するには、ミーティングの主催者またはプレゼンタである必要があります。

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

ステップ 2 以下のいずれかの作業を行ってください:

•共有するアプリケーションが現在動作中の場合は、リストから該当するアプリケーションを選択し、
共有を開始します。

•共有するアプリケーションが動作していない場合は、[他のアプリケーション]を選択します。 [他の
アプリケーション]ダイアログボックスが表示され、コンピュータ上にあるすべてのアプリケーショ
ンが一覧表示されます。目的のアプリケーションを選択して、[共有]を選択します。

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

ステップ 3 別のアプリケーションを共有するには、共有したいアプリケーションを選択します。

•アプリケーションが動作中の場合は、[共有]を選択します。

•アプリケーションが現在動作中の場合は、ミーティングコントロールパネルで [アプリケーション共
有]を選択します。
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最小化したアプリケーションを開くには、右上角にある共有中ボタンを使用しま

す。

（注）

ステップ 4 アプリケーションを切り替えるには、[共有]ボタンの隣にある下矢印を選択します。

ステップ 5 アプリケーションの共有を停止するには、共有を終了するアプリケーションのタイトルバー、またはミー

ティングコントロールパネルにある [Stop Sharing]を選択します。

緻密な色を使用するアプリケーションを共有する（Mac）
アプリケーションまたは自分のデスクトップを共有する前に、次のいずれかのディスプレイモー

ドを選択することができます:

•性能重視:既定のモードです。これを使えば、高品質画像モードを使用するのに比べ、コン
テンツをより早く表示することができます。

•高品質画像:これを使えば、より優れた画像品質でコンテンツを表示することができます。
このモードでは、性能重視での表示時間に比べいくらか長くなることがあります。

ディプレイモードを変更してもプレゼンテーションまたはドキュメントの共

有には影響はありません。

（注）

はじめる前に

このトピックはMacユーザーのみに適用されます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[Meeting Center] > [Preferences]の順に選択します。

ステップ 2 [表示]を選択します。

ステップ 3 [Better performance]または [Better image quality]から適切なものを選択します。

ステップ 4 [OK]を選択します。

緻密な色を使用するアプリケーションを共有する（Windows）
既定では、Meeting Managerは共有ソフトウェアのイメージを 16ビットカラーモードで送信しま
す。これは、お使いのコンピュータの「High Color」（16ビット）設定と同等です。このモード
では、ほとんどの共有アプリケーションの色が正確に再現されます。ただし、共有アプリケー

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

ます。

共有アプリケーションの色の精度と解像度が重要である場合は、Meeting Managerで True Color
モードを有効にします。ただし、このモードを使用すると、アプリケーション共有のパフォーマ

ンスに影響する場合があります。

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

•画質重視 (画像圧縮なし)

•動作重視 (画像圧縮あり)

「Performance」は画像が参加者の画面に表示される速度を、「imaging」は共有される画像の
色の品質を重視します。

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

（注）

はじめる前に

このトピックはWindowsユーザーのみに適用されます。

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

ステップ 2 [Meeting] > [Meeting Options]の順に選択します。

ステップ 3 [True Color Mode]タブを選択します。

ステップ 4 [True Colorモードを有効にする]を選択します。

ステップ 5 オプションのうち 1つを選択し、[OK]または [Apply]を選択します。

ソフトウェア共有のヒント

ソフトウェアを効率的に共有するために役立つヒントを次に示します。

•アプリケーション共有のみ:ミーティング中の時間を節約するには、共有する予定のすべて
のアプリケーションをコンピュータ上に開いておきます。これで必要なアプリケーションを

ミーティング中に起動する時間を節約し、すぐにアプリケーションの共有を開始できます。

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

イズを徐々に減らしたり、共有ウィンドウ内に収まるように縮小することができます。
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•ソフトウェア共有のパフォーマンスを向上するには、使用する必要がない、または共有する
必要がないアプリケーションを閉じてください。そうすることによって、コンピュータのプ

ロセッサとメモリの使用を最低水準に抑え、ミーティング中にミーティングマネージャが共

有ソフトウェアの画像をより短時間で送信することが可能となります。また、ソフトウェア

の共有で最大限の帯域幅を利用できるように、帯域幅を消費するアプリケーション（インス

タントメッセージやチャットプログラム、またはWebからストリーミングされる音声または
ビデオを受信するプログラムなど）をすべて閉じてください。

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

•アプリケーション共有とWebブラウザ共有のみ。こちら側のコンピュータデスクトップで、
共有アプリケーションやWebブラウザを、他のウィンドウで隠さないようにしてください。
共有中のアプリケーションやブラウザが他のウィンドウで隠すと、参加者の共有ウィンドウ

中に斜交並行線模様が表示されます。

•アプリケーション共有とWebブラウザ共有のみ。共有ソフトウェアとミーティングウィン
ドウ間で表示を切り替える場合、ソフトウェア共有を一時停止してからミーティングウィン

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

ア共有を一時停止すると、ミーティングウィンドウの参照時に、コンピュータのプロセッサ

とメモリの使用が最低水準に抑えられます。

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

が、出席者はそれらを見ることができます。アプリケーションまたはWebブラウザをもう
一方のモニターに移動したとしても、出席者には継続して表示されます。 1個より多くのア
プリケーションを共有している場合は、そのアプリケーションが同一のモニター上で表示さ

れていることを確かにすることで、出席者は最高の表示を確保できます。

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

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

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

するミーティングエクスペリエンスを向上することができます。

リモートコンピュータの共有について
プレゼンタがすべてのミーティング参加者にリモートコンピュータを表示するには、リモートコ

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

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

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

者に見せるのに便利です。

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

トコンピュータを参照することができます。

プレゼンタは次の状況では、ミーティング中にリモートコンピュータを共有できます。
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•すでにリモートコンピュータに Access Anywhereエージェントがインストール済みである

•ミーティングに参加する前に、Meeting Center Webサイトにログインした (もしあなたが本来
の主催者でない場合)。

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

リモートコンピュータ共有を開始する

既に Access Anywhere用にコンピュータを設定している場合は、ミーティング中にコンピュータ
を共有することができます。

はじめる前に

このタスクを完了するには、ミーティングの主催者またはプレゼンタである必要があります。

ステップ 1 [Share] > [Remote Computer]の順に選択します。
[Access Anywhere]ダイアログボックスが表示されます。

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

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

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

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

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

ステップ 5 認証を完了します。

•アクセスコードの認証を選択した場合:ボックスにアクセスコードを入力した後、[OK]を選択しま
す。

•電話認証を選択した場合:画面の指示に従って作業を行います。

•あなたが元のミーティング主催者ではない場合、リモートコンピュータを共有したいミー
ティングに参加する前に、Meeting Center Webサイトにログインする必要があります。ミー
ティングにすでに参加していて、サイトにログインしていない場合は、ミーティングから退

出し、サイトにログインしてから再度ミーティングに参加してください。
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•リモートコンピュータ上で、パスワード保護されているスクリーンセーバーが動作している
場合、アクセス番号またはパスコードを入力すると、ミーティングサービスによりスクリー

ンセーバーが自動的に解除されます。

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

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

共有リモートコンピュータで追加アプリケーションを共有する

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

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

ることができます。ミーティング参加者は、すべての共有アプリケーションを同時に表示するこ

とができます。

はじめる前に

このタスクを完了するには、ミーティングの主催者またはプレゼンタである必要があります。

ステップ 1 ミーティングコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、[Share Remote Application]を選択します。

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

なります。

ステップ 3 [OK]を選択します。

リモートコンピュータ共有を停止

ミーティング中はいつでもリモートコンピュータの共有を終了することができます。リモートコ

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

このタスクを完了するには、ミーティングの主催者またはプレゼンタである必要があります。

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

ください。

•共有セッション中に開始したアプリケーションをすべて閉じる。

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

コンピュータにおいてこれらのオプションにアクセスするにはCtrl+Alt+Delのキーの組み合わせをリ
モートコンピュータに送信してください。

•スクリーンセーバーのパスワードを指定し、非アクティブ状態が一定時間続いたらスクリーンセー
バーを表示するように設定します。

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

ステップ 2 ミーティングコントロールパネルで、[Stop Sharing]を選択します。
共有が停止され、Meeting Managerに戻ります。

共有リモートコンピュータを管理する

ミーティング中のリモートコンピュータの共有時に、オプションを設定したりコマンドを送信し

て、リモートコンピュータを管理することができます。
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リモートコンピュータに対して行った変更は、現在の共有セッション中にのみ影響します。

変更内容が、リモートコンピュータへの Access Anywhere設定時に行ったデフォルトのオプ
ション設定に影響することはありません。

動作から

（注）

ミーティングコントロールパネルで下矢印ボタンを選択し、

[Reduce Screen Resolution to Match This Computer]を選択し
ます。

リモートコンピュータの画面解

像度を下げる

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選択し、

[Disable Keyboard and Mouse]を選択します。
リモートコンピュータのキー

ボードとマウスを有効または無

効にする

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選択し、[View]
を選択します。

メニューから表示オプションを選択します。

共有リモートコンピュータの表

示サイズを調節する

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選択し、[Make
Screen Blank]を選択します。

リモートコンピュータの画面の

内容を表示、非表示にする

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

Ctrl+Alt+Delのコマンドを送信し
てリモートコンピュータにログ

イン、またはログアウト、また

はロック、またはロック解除し

ます。

ミーティングコントロールパネルで下矢印を選択し、[Share
Remote Application]を選択します。

利用可能なアプリケーション一覧から共有したいアプリケー

ションを選択します。

リモートコンピュータで共有す

るために、別のアプリケーショ

ンを選択する

はじめる前に

主催者またはプレゼンタでなければなりません。

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

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

フィードバックを収集する場合に役立ちます。

WebEx Meetings の管理 リリース 2.6    
43

コンテンツを共有する

投票を開始する



質問を作成する（Windows）
質問を作成すれば、ミーティングの間に投票を行うことができます。ミーティング中の時間を有

効利用するため、ミーティングを予定時間より早く開始し、投票用パネルに投票用の質問を用意

して保存し、実際のミーティング中にそれを開くことができます。

はじめる前に

あなたはプレゼンタである必要があります。

ステップ 1 ミーティング中に投票パネルを開く...

ステップ 2 [質問]セクションで、質問の種類を選択します:

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

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

•記述式の質問を作成するには、[記述式]を選択します。

ステップ 3 [新規]をクリックします。

ステップ 4 表示されるボックスに質問を入力します。

ステップ 5 [回答]セクションで、[追加]をクリックします。

ステップ 6 表示されるボックスに回答を入力します。

ステップ 7 別の回答を入力するには、回答の入力が終了したところで [追加]をクリックします。
質問と回答が [投票用の質問]領域に表示されます。

ステップ 8 さらに質問を追加するには、手順を繰り返します。

ステップ 9 ミーティングの間に、追加の投票を作成するには、[投票]パネルの [New]アイコンを選択します。

質問を作成する（Mac）

ステップ 1 ミーティングの [投票]パネルを開き、適切なアイコンを選択して、質問と回答を追加します。

ステップ 2 質問の種類を変更するには、特定の質問の下に表示される [ここをクリックして質問の種類を変更する]を
クリックしてから以下のオプションのいずれかを選択します。
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質問の編集

ステップ 1 質問の形式を変更する

•質問をクリックして選択し、[質問]セクションで新しい質問の形式を選択します。

• [形式の変更]をクリックします。

ステップ 2 入力した質問または回答を編集するには:

•質問や回答をクリックして選択し、[編集]アイコンをクリックします。

•変更を行います。

ステップ 3 質問や回答を削除するには、質問や回答をクリックして選択し、[削除]アイコンをクリックします。

ステップ 4 質問や回答を再度配置するには:

•質問や回答をクリックして選択します。

• [Move Up]または [Move Down]を適宜クリックします。

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

投票中にタイマーを表示する

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

ステップ 1 投票オプションダイアログボックスを開きます。

• Windowsを使用する場合、[投票]パネルの下部にある [オプション]をクリックします。

• Macを使用している場合は、投票パネルの右下にあるオプションアイコンをクリックします。

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

ステップ 3 [OK]をクリックします。
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投票を開始する

投票用の質問の用意が完了したら、投票を開始することができます。

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

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

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

ステップ 3 期限になったら [投票終了]をクリックします。
タイマーを指定していて投票が時間切れになると、投票は自動的に終了します。以降、参加者が回答する

ことはできません。

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

参加者との投票結果の共有

投票を終了した後、結果を参加者と共有することができます。投票結果は匿名です。しかし、

MeetingCenterでは各参加者からの回答を録画し、グループ結果に加え、個人とグループごとの結
果を保存することができます。

ステップ 1 [投票]パネルの [出席者と共有]セクションで、[投票結果]をチェックします。

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

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

（注）

投票結果を保存する

投票を締め切った後、回答をこれらの方法により保存することができます:

•テキストファイルのグループ結果: txtファイル内に各回答を選択した出席者の割合を保存し
ます。

   WebEx Meetings の管理 リリース 2.6
46

コンテンツを共有する

投票を開始する



•テキストファイルの各出席者の結果：グループ結果に加えて、各出席者からの反応を.txtファ
イルに保存します。

ステップ 1 まだ投票を終了していない場合は、投票を終了します。

ステップ 2 [ファイル] > [保存] > [Poll Results]の順に選択します。
1つのファイルに複数の投票の結果を保存するには、[保存] > [All Poll Results]の順に選択しま
す。

ヒント

ステップ 3 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 4 ファイル名には、ファイルの名前を入力します。

ステップ 5 保存タイプには、結果を保存するファイルのフォーマットを選択します。

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

ミーティングで投票用の質問を保存する

ミーティングで投票用の質問を作成したら、それを .atpファイルに保存することができます。保
存したファイルは、ミーティングで開いて使用することができます。

ステップ 1 [ファイル] > [保存] > [Poll Questions]の順に選択します。

ステップ 2 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 3 ファイル名を入力します。

ステップ 4 [保存]をクリックします。
ミーティングマネージャは、指定した場所に投票用の質問をファイルで保存します。

投票用の質問ファイルを開く

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

とができます。
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投票用質問ファイルはミーティング中にのみ開くことができます。（注）

ステップ 1 [ファイル] >[投票用の質問を開く] の順に選択する。

ステップ 2 目的の投票用の質問ファイルを選択します。

投票用の質問ファイルの名前には、拡張子 .atpが付けられます。

ステップ 3 開く をクリックします。

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

ミーティング中にファイルを転送およびダウンロードす

る
ミーティング中にコンピュータにあるファイルを公開することができます。ミーティング参加者

は、公開されたファイルを自分のコンピュータまたはローカルサーバーにダウンロードできます。

ファイルの公開は、参加者に、ドキュメント、プレゼンテーションのコピー、またはアプリケー

ションなどを提供する場合に役立ちます。

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

のため、公開するファイルはミーティング中の不正なアクセスから常に保護されます。

ミーティング中にファイルを公開する

ミーティング中に、自分のコンピュータ上にあるファイルを公開して、ミーティング出席者が公

開されたファイルを各自のコンピュータまたはローカルサーバーにダウンロードすることができ

ます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウでは、[ファイル] > [転送]の順に選択します。

ステップ 2 アップロード をクリックします。

[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 公開するファイルを選択して、[開く]をクリックします。
これでファイルが各出席者の [ファイル転送]ウィンドウで利用できるようになりました。

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

ステップ 5 ミーティング中のファイル公開を停止するには、[ファイル転送]ウィンドウのタイトルバーから、[閉じ
る]ボタンをクリックします。
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ミーティングマネージャが各出席者のミーティングウィンドウの [ファイル転送]ウィンドウを閉じます。

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

（注）

ミーティング中にファイルをダウンロードする

プレゼンタがミーティング中にファイルを公開すると、自動的に[ファイル転送]ダイアログボッ
クスが開きます。ここから、公開済みファイルを自分のコンピュータまたはローカルサーバーに

ダウンロードすることができます。

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

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

ステップ 3 ファイルの保存先を選択し、[保存]をクリックします。
選択した場所にファイルがダウンロードされます。

ステップ 4 必要に応じて、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 5 ファイルのダウンロードが完了したら、[ファイル転送]ウィンドウのタイトルバーから、[閉じる]ボタン
をクリックします。

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

（注）

メモを取り、管理する
ミーティング中に、メモ機能にアクセス可能な、一人または複数のミーティング参加者は、 ミー

ティング ウィンドウ内の[メモ]または[字幕]パネルにメモを記入することができます。クロー
ズドキャプションは 1人の参加者しか実行できません。

すべての参加者がメモを記入できる場合、各自が記入したメモはミーティング中、他の参加者に

公開できません。ただし、参加者は、ミーティング中いつでも自分のメモを保存できます。

ミーティング主催者は、ミーティング中にメモ担当者を1名選ぶことができます。単独のノート
記録係は、ミーティング中にいつでもメモを発行できます。

必要に応じて、主催者はクローズドキャプション担当者を指名することもできます。クローズド

キャプション担当者は、ミーティング中にリアルタイムでキャプションを発行できます。
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ノート機能はMacでは利用できません。（注）

記録係を指名する

ミーティングに対し、単独のメモ記録係またはクローズドキャプションのオプションが設定され

ていれば、どの参加者またはクローズドキャプション担当者もメモ記録係に指名することができ

ます。ノートオプションは、ミーティングのスケジュール時に主催者が設定したり、ミーティン

グ中にプレゼンタが設定したりすることができます。

ステップ 1 [参加者]パネルで、ノート記録係として指名したい参加者を選択します。

ステップ 2 役割を以下のように変更します。

• Windows右クリックしてから、[次の役割に変更] > [メモ担当者]の順に選択します。

• Mac [ctrl]を選択してクリックし、それから [次の役割に変更] > [メモ担当者]の順に選択します。

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

別の記録係またはクローズドキャプション担当者を選択した場合でも、前の記録係またはクロー

ズドキャプション担当者が公開したノートまたはクローズドキャプションは、各参加者の [ノー
ト]または [クローズドキャプション]パネルに残ります。ただし、新しく指名された記録係ま
たはクローズドキャプション担当者が、既存のノートまたはキャプションを編集することはで

きません。

（注）

クローズドキャプション担当者を指名する

ステップ 1 参加者パネルで、クローズドキャプション担当者として指名する参加者を選択します。

ステップ 2 以下のいずれかの作業を行ってください:

• Windows右クリックして [役割の変更] > [クローズドキャプション担当者]の順に選択します。

• Mac [ctrl]を選択してクリックします。それから、[次の役割に変更] > [クローズドキャプション担当
者]の順に選択します。

参加者リスト中の参加者の名前のとなりに、クローズドキャプションインジケータが表示されます。
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クローズドキャプションを有効にする

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

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

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

• Mac [Meeting Center]メニューで [基本設定] > [Tools]の順に選択します。

ステップ 2 クローズドキャプションのオプションをオンまたはオフにするには、[字幕を有効にする]にチェックマー
クを付けるかまたは外します。

ステップ 3 別の参加者を記録係に選択するには、参加者パネルから参加者名を選択してから、右クリック（Windows）
または ctrlを選択してクリックし（Mac）、[次の役割に変更] > [クローズドキャプション担当者]の順に選
択します。

個人ノートの記録

ミーティングの主催者またはプレゼンタが、参加者に各自のノートの記録を許可するオプション

を選択している場合、ミーティングウィンドウの [ノート]パネルからノートを記録することがで
きます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[ノート]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中にノートを取ります。

ステップ 3 （任意） ノートをテキストファイルに保存します。

一般記録（議事録）を取る

ミーティング主催者が、あなたを単独の議事録係りに指名した場合は、ミーティングウィンドウ

内にある[ノート]パネルにノートを打ち込むことができますノートに記録している内容は、公開
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しない限り、他の参加者が参照することはできません。ノートは、ミーティング中いつでも公開

できます。

ステップ 1 ミーティングウィンドウで、[ノート]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中にノートを取ります。

ステップ 3 オプショナルです。ノートを、各参加者の [ノート]パネルに表示されるように、公開するには、[公開]
をクリックします。

クローズドキャプションを提供する

主催者によりミーティングのクローズドキャプション担当者として指名された場合、ミーティン

グウィンドウの [クローズドキャプション]パネルにキャプションを入力することができます。
キャプションを入力する場合、標準のキーボードまたは速記用キーボードと機械翻訳ソフトウェ

アを使用することができます。

入力したキャプションは、他のミーティング参加者に対して 1行ずつリアルタイムに表示されま
す。

ステップ 1 [クローズドキャプション]パネルを開きます。

ステップ 2 ボックス中にキャプションを入力します。

ステップ 3 1行分の内容を入力したら、次のいずれかの作業を行い、各参加者の [クローズドキャプション]パネル上
にキャプションを公開します:

•コンピュータのキーボードにある、Enterキーを押します。

• [クローズドキャプション]パネルの [公開]をクリックします。

ノートをファイルに保存する

ミーティング中に、個人的または公的なノート（議事録）、またはクローズドキャプションを記

録している場合、ノートまたはクローズドキャプションをコンピュータのテキストファイルに保

存できます。また、他のノート記録係またはクローズドキャプション担当者が、こちら側の [ノー
ト]パネルまたは [クローズドキャプション]パネルに公開したノートやクローズドキャプション
も保存することができます。
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新しいノートをファイルに保存したら、以降はノートの変更内容を保存したり、ノートのコピー

を他のファイルに保存することができるようになります。

ステップ 1 [ノート]パネルまたは [クローズドキャプション]パネルで、[保存]をクリックします。
[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 ファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 3 ファイルの名前を入力し、[Save]をクリックします。

ステップ 4 別のファイルにノートのコピーを保存するには、[ファイル] > [名前を付けて保存] > [ノート]の順に選択
します。

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 以下のいずれかまたは両方の作業を行ってください。

•新しいファイル名を入力します。

•新しいファイルの保存場所を選択します。

ステップ 6 [保存]をクリックします。
次の情報をすべて同時にファイルに保存することもできます。（注）

•共有プレゼンテーションまたはドキュメント

•チャットメッセージ

•メモ

•投票用 質問

•投票結果

一度にすべての情報を保存するには、[ファイル] > [すべて保存]の順で選択します。この
場合、ファイルはそれぞれの既定のファイル名で保存されます。別の名前を使ってファイ

ルを保存した場 は、上書きされることはありません。
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