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Support Center
WebEx Support Center には、顧客にリモートサポートを提供するために使用できるさまざまなツー
ルがあります。

（注）

Support Center では、Windows Me および NT に対するサポートを終了しました。Support Center
で使用できる OS およびブラウザに関する詳細は、システム要件と機能サポートを確認してく
ださい。
リモートで問題を診断し、ファイルを転送し、顧客の問題を解決します。アプリケーションの使
用方法またはコンピュータの制御方法を顧客に示します。顧客のコンピュータとファイルのやり
取りを行い、コンピュータを分析したり、アップデートやパッチを適用します。Remote Support,
（2 ページ） を参照してください。
サポートセッション以外でこのオプションのモジュールを使用して、リモートでコンピュータに
アクセスし、診断し、操作します。顧客がコンピュータから離れている場合でも、リモート機器
のトラブルシューティングと保守を行います。Remote Access, （10 ページ） を参照してくださ
い。
あなたの企業ウェブサイト、デスクトップ、製品、メールの署名に [クリックして接続] リンクを
追加すれば、あなたのお客様はいつでもどこからでも担当者にアクセスできるようになります。
リクエストフォームをカスタマイズして、必要な情報を集め、ウェブサイトのように表示するこ
ともできますWebACD の受信箱およびモニターを使用して、顧客の要求および顧客サポート担
当者を管理します。WebACD, （16 ページ） を参照してください。
このオプションのモジュールは、ウェブベースのコンソールです。コンピュータ、サーバー、プ
リンター、ルーターなどのネットワーク資産をリモートで管理するために使用できます。ソフト
ウェアパッケージやパッチの配布、資産の詳細の表示、資産へのメッセージの送信、ソフトウェ
アライセンスの管理、資産の情報と状態に関するレポートの生成を行います。System Management,
（23 ページ） を参照してください。
• Remote Support, 2 ページ
• Remote Access, 10 ページ
• WebACD, 16 ページ
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• System Management, 23 ページ
• 前回のロックダウンバージョン以降の変更, 30 ページ

Remote Support
このリリースノートでは、Remote Support の機能およびこのリリースでの新機能について説明し
ます。

新機能
次の一覧では Remote Support の新機能と強化についてリリースバージョン番号と共に示していま
す。主要な更新が含まれないバージョンは一覧には含まれません。
WBS29.13
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
コンテンツビューの改善
• ミーティングウィンドウ内のコンテンツエリア上部に表示されるコンテンツビューのアイコ
ンが、横幅に合わせるからビューアに合わせるに変更され、画面共有(旧デスクトップ共有)、
ファイル共有、アプリケーション共有の最も一般的なオプションに簡単にアクセスできるよ
うになりました。既定ビューもビューアに合わせるになりました。ホワイトボード共有用に
横幅に合わせるのオプションは継続して残されています。
• ユーザーが手動で事前に別のオプションを選んでいる場合を除き、フルスクリーンビューが
コンテンツビューの既定ビューとなります。
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.11
ビデオの強化
• 新しいビデオパネルレイアウトの既定の設定および統合コントロールにより、ユーザーによ
るビデオの表示とレイアウトの表示切り替えがさらに簡単になりました
• ビデオ送信時に参加者リストのビデオウィンドウ上部にあるビデオレイアウトウィンド
ウ。
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• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビ
デオビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的
に変更されます。
• ウェブカメラが検出されると、ビデオを開始するかどうかの確認がユーザーに表示され
ます。ユーザーはすべてのミーティングでビデオを開始するかどうかの選択も同じプロ
ンプトから指定できます。この設定はビデオウィンドウ上部にある歯車の [設定] アイコ
ンを選択して変更することができます。
• サムネイルとアクティブビデオの開始時のフレームレートが 15 fps に向上し、良好な広帯域
環境下でのビデオ体験が改善されました。
• 低帯域環境でビデオが送信できない場合、ユーザーは 5 秒後に、帯域幅またはローカルコン
ピュータの問題によりビデオの表示に問題が発生しているという内容のエラーメッセージを
受け取ります。
• CMR Hybrid ミーティングで上記のような低帯域エラーによりビデオが停止した場合、帯域
幅が改善された時点またはローカルコンピュータの問題が解決したらビデオが自動的に再開
されます。
プロファイルページの強化
プロファイルページの主要なプロファイル情報がよりシンプルになりました。
• 高機能画像アップローダが追加され、画像のアップロードとウェブカメラでの写真の撮影が
選べるようになりました。
• 右上角にあるユーザー名をクリックしてプロファイルページにアクセスできます。
• 外観が一新され、使い勝手も向上しました
基本設定ページ
基本設定ページがすべてのユーザー設定で一元化されました。
• 折りたたみ可能なカテゴリ
• 「ウェブページの基本設定」および「既定のページ設定」が [全般] セクション下に移動しま
した。
• 以下の設定が [プロファイル] から [基本設定] ページに移されました。
•

• パーソナル会議室
• スケジュールのテンプレート
• 「セッションオプション」が「スケジュールオプション」に名称変更されました。
• Support Center

• 「電話番号」(プロファイルページ) および「パーソナル会議ページ」が「音声設定」の下で
統合されました。
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• [ワンクリック設定] ページが [基本設定] ページに移動され、「今すぐミーティング」設定に
名称変更されました。
• 外観がさらにモダンでスマートになり、使い勝手も向上しました
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WBS29.10
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.9
WBS29.8.1
WebEx ボールアイコン
WebEx ボールアイコンのデザインが一新されました。
WBS29.8
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的部分から着手され、段階的に展開します。(今後のリ
リースで他のページや Center のデザインの見直しを行います。)
• グローバル要素 (ヘッダー、トップナビゲーション、左側メニューバーなど) およびコアペー
ジ (ログインページ、マイ WebEx > マイミーティングページ、マイ WebEx > トレーニング
ページなど) のデザインが一新し、悪性しビリティが向上しました
• 「ウェルカム」ページが最適化され、名前が「ホーム」になりました。

Cisco WebEx Support Center リリースノート (バージョン WBS29.13)
4

Support Center
新機能

• 「番号で参加」ページで、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的なフローから着手され、段階的に展開します。(今後
のリリースで他のページや Center のデザインの見直しが行われます。)
• 共通要素および中核の Meeting Center ページが再設計され、アクセシビリティがさらに高く
なりました。
• 最適化された「ウェルカム」タブの名前がリネームされました。
• 番号で参加ページから、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
• Meeting Center のほとんどの使用状況に合った新しい HTML メールテンプレートが追加され
ました。
共有中のスクリーンセーバー
ミーティング中にユーザーがコンテンツの共有を行っている間はスクリーンセーバーが全員に対
して無効になります。
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
Chrome で WebEx を使用する
Chrome はNPAPI のサポートを終了するため、Chrome 38 以降で WebEx を開始する場合に、Chrome
拡張機能を使った新しい参加プロセスが提供されます。Chrome ではじめて WebEx を使う時に、
拡張昨日を追加して WebEx アプリケーションを更新するための一度限り処理を行うためのガイド
が提供されます。2 回目からはこの操作なしで参加できます。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WebEx VoIP および WebEx 音声が広帯域音声に対応し、音声体験が向上しました
WebEx 音声会議と VoIP ミーティングでユーザーが VoIP を使って音声に接続している場合に広帯
域音声の機能が働き、ミーティング体験が大幅に改善されました。
広帯域音声は HD 音声の参照も行います。広帯域音声が広帯い周波数範囲にも対応するため、よ
りクリアな音声接続を提供します。
Windows、Mac、そして Linux デスクトップアプリケーション、Apple iPad および iPhone 端末、さ
らに Android モバイル端末にも対応します。広帯域音声は VoIP および WebEx 音声会議のネット
ワーク録画にも対応します。
広帯域音声コーデック (OPUS) が WebEx VoIP 出席者のデフォルトのコーデックになりました。
OPUS コーデックが持つ高性能な Packet Loss Concealment (PLC) と Forward Error Correction (FEC)
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により、パケットロスに対するより高い回復力が提供されます。結果として悪い環境下でも高い
音声品質を保ちます。
さらに、コンピュータを使った音声は、ヘッドセット等を使わなくてもノイズ抑制アルゴリズム
により優れた体験を提供します。これには、UDPベースの VoIP トラフィック用の強化ジッタバッ
ファが含まれます。20ms というより小さなパケットサンプルサイズにより、遅延とデータロスが
軽減されます。
Solaris、Windows Mobile 端末、Blackberry 端末では、VoIP 音声で引き続き狭帯域音声が使用され
ます。ユーザーがこれらの端末からミーティングに参加する場合、ミーティング中は狭帯域音声
が使用されます。
サイト管理とマイ WebEx の会社のアドレス中と個人のアドレス帳
サイト管理およびマイ WebEx 内の会社のアドレス帳およびマイ WeBEx 内の個人のアドレス帳で、
複数の連絡先をインポートするには、カンマ区切り値ファイル(.csv) を使用する必要があります。
カンマ区切りまたはタブ区切りの .csv ファイルをアップロードするには、アップロードするファ
イルを選択し、ファイルで使用する区切りのタイプ (タブまたはカンマ) を選択し、それから [イ
ンポート] を選択します。WebEx アドレス帳の形式はサイト管理およびマイ WebEx からもエクス
ポートすることが可能です。
WBS29.6
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.5
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.4
「前回のパスワードの再使用」の新基準
「前回のパスワードの再使用を許可しない」オプション サイト管理オプションによりサイト管理
者が3 -8個前のパスワードの間で選択できるようになりました。新しい既定値は 3 です。
OS 対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.3
VeriSign セキュリティサーバー用のセキュリティ強化
WBS29 でのセキュリティ強化により、参加者がミーティングに参加する際に、参加者が使用する
コンピュータが VeriSign セキュリティサーバーに接続するためのミーティングアプリケーション
が必要となります。管理者は、参加者のコンピュータによる認証プロセスの完了と簡単なミーティ
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ング参加を可能にするためのファイアウォールが設定されていることを確認してください。実行
するには、https://www.verisign.com/repository/crl.html の VeriSign CRL サーバーがファイアウォール
の承認済み URL リスト (ホワイトリスト) に追加されていることを確認してください。次の URL
を承認済み URL リストに追加することで、今後問題が起きないようにしてください。
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com
• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
このセキュリティ強化により、すべての WebEx サービスのリモートコンピュータにインストール
されているリモートアクセスエージェントにも適用されます。これには次のサービスが含まれま
す:
• WebEx ミーティング中のリモート操作の共有機能
• Training Center のハンズオンラボ
• Support Center
• WebACD
この強化ではリモートアクセスエージェントが VeriSign によるセキュリティ認証を受ける必要が
あります。これらのサービスをご利用の場合は、リモートエージェントがオンライン状態を保持
し、ユーザーからアクセスできるようにするために、上記の URLへのアクセスができるようファ
イアウォールを設定しておく必要があります。
WBS29.1
クロスプラットフォーム対応
ブラウザ対応が更新されました。「OS とブラウザの対応」のシステム要件と機能サポートを参照
してください。

既知の問題と制限事項
Windows 8 および 8.1
• Windows 8 または 8.1 環境のプレゼンタがアプリケーション共有または画面共有 (以前のデス
クトップ共有) を共有する場合に、他の参加者に、共有コンテンツの前面にパネルが開いて
いる領域分だけ網目状の模様が写されます。この問題はミーティングコントロールパネル、
参加者パネル、チャットパネル、共有インジケータなどでも発生します。Windows 8 または
8.1 環境のプレゼンタはできるだけパネルを閉じて他の参加者のビューの妨げをできるだけ
排除してください。
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• Windows 8 または 8.1 環境でリモートコンピュータに接続時、ローカルスクリーンは黒画面
になりません。
• 32-bit 版 Microsoft Office 2010 の Word ドキュメントでのファイル共有は Widnows 8.1 に対応
していません。アプリケーション共有か画面共有を使用してください。
Microsoft Office 2013 への対応
• コンピュータに Microsoft Office 2013 がインストールされている場合、PowerPoint 2013 ファ
イルの共有時には次の機能はサポートされません:
◦ アニメーションとトランジション
◦ 埋め込まれたビデオおよびオーディオファイル
◦ ノート専用パネルに表示される PowerPoint のメモ
◦ UCF Toolkit
• 情報タブがカスタマイズされている場合、カスタム要素には対応しない可能性があります。
WebEx ミーティングで適切に継続して表示されるかどうかを確認することをお勧めします。
• 一部の状況で次のエラーが発生します:
◦ スライド上のテキストと色が実際のものと微妙に異なる場合があります。
◦ 一部のグラフィック要素がスライドから消えることがあります。
◦ スライド上のフォントが多少ボケた感じになったり、実際のものと微妙に異なる場合が
あります。
◦ シェープのサイズが実際のものと微妙に異なる場合があります。
• 編集モードで PowerPoint プレゼンテーション中のオブジェクトが適切に表示されない場合、
スライドショー表示では自動的に削除されます。しかし WebEx ミーティングでそのような
ファイルが共有された場合に、オブジェクトがそのまま表示される場合があります。
• パスワードで保護された PowerPoint 2013 ファイルはファイル共有機能を使って共有すること
ができません。アプリケーション共有またはデスクトップ共有機能を使用してください。
• Windows 8 環境の Excel 2013 ファイルはファイル共有を使って共有することができません。
アプリケーション共有または画面共有 (以前のデスクトップ共有) を使用してください。
• Windows 8 (64-bit) 環境の Word 2013 (64-bit) はファイル共有を使って共有することができませ
ん。アプリケーション共有または画面共有を使用してください。
OS のサポート
Remote Support を実行するには:
• Linux、Solaris、Macintosh を使用する顧客サポート担当者 (CSR) に対しては、いくつかの製
品機能がサポートされません。詳細は、Support Center セクションの システム要件と機能サ
ポート を参照してください。
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• 顧客は Linux、Solaris、または Macintosh を使用することができますが、ユーザー認証が有効
になっている Microsoft ISA プロキシサーバーを経由している場合、リモートセッションに接
続できません。これは、Java の既知の問題です。詳細については Sun のドキュメント (http://
bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657) を参照してください。
Remote Support によってサポートされているコンピュータ、オペレーティングシステム、および
ブラウザに関する詳細は、システム要件と機能サポート を確認してください。
顧客のコンピュータへのログイン中のクラッシュ
顧客のコンピュータへ別のユーザーとしてログインし、Remote Support ブラウザがクラッシュし
た場合、顧客のコンピュータにログインしたままになります。この場合は、顧客にログオフを依
頼し、再度ログインします。
セッション録画時のアプリケーション表示
顧客にアプリケーションを表示しながら Remote Support セッションを録画する場合、あなたのコ
ンピュータで開かれているその他のすべてのブラウザウィンドウが顧客に表示されます。
ファイル転送時のディスク容量
ファイル転送時に受信側でディスク容量が足りなくなると、セッションは終了します。
デスクトップ共有中のファイル転送ウィンドウの移動
デスクトップの共有中にファイル転送を開始した場合、転送ウィンドウを移動することはできま
せん。
システム情報の無効化
サイト管理者は、カスタムセッションタイプでシステム情報機能を無効にすることはできません。
Lotus Notes のメール招待状の制限
Lotus Notes のメールアプリケーションを使用する場合、「ローカルメールクライアントを使用し
たメール招待状の送信」機能が動作しない場合があります。これは、Web ページから開始したメー
ルメッセージのサイズが Lotus Notes では制限されるために発生します。これを解決するには、招
待用のメールのテンプレートを変更してメッセージサイズを減らします。
基本ファイル転送がイベントログに表示されない
基本ファイル転送方法を使用して転送されたファイルがイベントログに表示されません。
低速のネットワーク接続での着信サポートセッションへの参加
サイトでクライアントのダウンロード方法が TFS (一時フォルダソリューション) に設定されてお
り、顧客が低速のネットワーク接続を使用して着信サポートセッションに参加しようとした場合、
エントリフォームに入力して [送信] ボタンをクリックした後で、顧客はエラーメッセージ「会議
への参加確認に失敗しました」を受け取る場合があります。
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Remote Support の Web チャット使用時のスクロール
Remote Support のウェブチャット使用時、スクロールバーが表示された後に素早く上下にスクロー
ルすると、チャットウィンドウが連続的に点滅する場合があります。

Remote Access
このリリースノートでは、Remote Access の機能およびこのリリースでの新機能について説明しま
す。

新機能
次の一覧では Remote Access の新機能と強化についてリリースバージョン番号と共に示していま
す。主要な更新が含まれないバージョンは一覧には含まれません。
WBS29.13
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
コンテンツビューの改善
• ミーティングウィンドウ内のコンテンツエリア上部に表示されるコンテンツビューのアイコ
ンが、横幅に合わせるからビューアに合わせるに変更され、画面共有(旧デスクトップ共有)、
ファイル共有、アプリケーション共有の最も一般的なオプションに簡単にアクセスできるよ
うになりました。既定ビューもビューアに合わせるになりました。ホワイトボード共有用に
横幅に合わせるのオプションは継続して残されています。
• ユーザーが手動で事前に別のオプションを選んでいる場合を除き、フルスクリーンビューが
コンテンツビューの既定ビューとなります。
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.11
ビデオの強化
• 新しいビデオパネルレイアウトの既定の設定および統合コントロールにより、ユーザーによ
るビデオの表示とレイアウトの表示切り替えがさらに簡単になりました
• ビデオ送信時に参加者リストのビデオウィンドウ上部にあるビデオレイアウトウィンド
ウ。
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• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビ
デオビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的
に変更されます。
• ウェブカメラが検出されると、ビデオを開始するかどうかの確認がユーザーに表示され
ます。ユーザーはすべてのミーティングでビデオを開始するかどうかの選択も同じプロ
ンプトから指定できます。この設定はビデオウィンドウ上部にある歯車の [設定] アイコ
ンを選択して変更することができます。
• サムネイルとアクティブビデオの開始時のフレームレートが 15 fps に向上し、良好な広帯域
環境下でのビデオ体験が改善されました。
• 低帯域環境でビデオが送信できない場合、ユーザーは 5 秒後に、帯域幅またはローカルコン
ピュータの問題によりビデオの表示に問題が発生しているという内容のエラーメッセージを
受け取ります。
• CMR Hybrid ミーティングで上記のような低帯域エラーによりビデオが停止した場合、帯域
幅が改善された時点またはローカルコンピュータの問題が解決したらビデオが自動的に再開
されます。
プロファイルページの強化
プロファイルページの主要なプロファイル情報がよりシンプルになりました。
• 高機能画像アップローダが追加され、画像のアップロードとウェブカメラでの写真の撮影が
選べるようになりました。
• 右上角にあるユーザー名をクリックしてプロファイルページにアクセスできます。
• 外観が一新され、使い勝手も向上しました
基本設定ページ
基本設定ページがすべてのユーザー設定で一元化されました。
• 折りたたみ可能なカテゴリ
• 「ウェブページの基本設定」および「既定のページ設定」が [全般] セクション下に移動しま
した。
• 以下の設定が [プロファイル] から [基本設定] ページに移されました。
•

• パーソナル会議室
• スケジュールのテンプレート
• 「セッションオプション」が「スケジュールオプション」に名称変更されました。
• Support Center

• 「電話番号」(プロファイルページ) および「パーソナル会議ページ」が「音声設定」の下で
統合されました。
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• [ワンクリック設定] ページが [基本設定] ページに移動され、「今すぐミーティング」設定に
名称変更されました。
• 外観がさらにモダンでスマートになり、使い勝手も向上しました
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WBS29.10
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.9
WBS29.9
WBS29.8
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的部分から着手され、段階的に展開します。(今後のリ
リースで他のページや Center のデザインの見直しを行います。)
• グローバル要素 (ヘッダー、トップナビゲーション、左側メニューバーなど) およびコアペー
ジ (ログインページ、マイ WebEx > > マイミーティング、マイ WebEx > > トレーニングペー
ジなど) のデザインが一新し、悪性しビリティが向上しました
• 「ようこそ」ページが改善され、名前が「ホーム」になりました。
• 「番号で参加」ページで、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
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WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的なフローから着手され、段階的に展開します。(今後
のリリースで他のページや Center のデザインの見直しが行われます。)
• 共通要素および中核の Meeting Center ページが再設計され、アクセシビリティがさらに高く
なりました。
• 最適化された「ウェルカム」タブの名前がリネームされました。
• 番号で参加ページから、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
• Meeting Center のほとんどの使用状況に合った新しい HTML メールテンプレートが追加され
ました。
共有中のスクリーンセーバー
ミーティング中にユーザーがコンテンツの共有を行っている間はスクリーンセーバーが全員に対
して無効になります。
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
Chrome で WebEx を使用する
Chrome はNPAPI のサポートを終了するため、Chrome 38 以降で WebEx を開始する場合に、Chrome
拡張機能を使った新しい参加プロセスが提供されます。Chrome ではじめて WebEx を使う時に、
拡張昨日を追加して WebEx アプリケーションを更新するための一度限り処理を行うためのガイド
が提供されます。2 回目からはこの操作なしで参加できます。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WebEx VoIP および WebEx 音声が広帯域音声に対応し、音声体験が向上しました
WebEx 音声会議と VoIP ミーティングでユーザーが VoIP を使って音声に接続している場合に広帯
域音声の機能が働き、ミーティング体験が大幅に改善されました。
広帯域音声は HD 音声の参照も行います。広帯域音声が広帯い周波数範囲にも対応するため、よ
りクリアな音声接続を提供します。
Windows、Mac、そして Linux デスクトップアプリケーション、Apple iPad および iPhone 端末、さ
らに Android モバイル端末にも対応します。広帯域音声は VoIP および WebEx 音声会議のネット
ワーク録画にも対応します。
広帯域音声コーデック (OPUS) が WebEx VoIP 出席者のデフォルトのコーデックになりました。
OPUS コーデックが持つ高性能な Packet Loss Concealment (PLC) と Forward Error Correction (FEC)
により、パケットロスに対するより高い回復力が提供されます。結果として悪い環境下でも高い
音声品質を保ちます。
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さらに、コンピュータを使った音声は、ヘッドセット等を使わなくてもノイズ抑制アルゴリズム
により優れた体験を提供します。これには、UDPベースの VoIP トラフィック用の強化ジッタバッ
ファが含まれます。20ms というより小さなパケットサンプルサイズにより、遅延とデータロスが
軽減されます。
Solaris、Windows Mobile 端末、Blackberry 端末では、VoIP 音声で引き続き狭帯域音声が使用され
ます。ユーザーがこれらの端末からミーティングに参加する場合、ミーティング中は狭帯域音声
が使用されます。
サイト管理とマイ WebEx の会社のアドレス中と個人のアドレス帳
サイト管理およびマイ WebEx 内の会社のアドレス帳およびマイ WeBEx 内の個人のアドレス帳で、
複数の連絡先をインポートするには、カンマ区切り値ファイル(.csv) を使用する必要があります。
カンマ区切りまたはタブ区切りの .csv ファイルをアップロードするには、アップロードするファ
イルを選択し、ファイルで使用する区切りのタイプ (タブまたはカンマ) を選択し、それから [イ
ンポート] を選択します。WebEx アドレス帳の形式はサイト管理およびマイ WebEx からもエクス
ポートすることが可能です。
WBS29.6
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.5
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.4
「前回のパスワードの再使用」の新基準
「前回のパスワードの再使用を許可しない」オプション サイト管理オプションによりサイト管理
者が3 -8個前のパスワードの間で選択できるようになりました。新しい既定値は 3 です。
OS 対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.3
VeriSign セキュリティサーバー用のセキュリティ強化
WBS29 でのセキュリティ強化により、参加者がミーティングに参加する際に、参加者が使用する
コンピュータが VeriSign セキュリティサーバーに接続するためのミーティングアプリケーション
が必要となります。管理者は、参加者のコンピュータによる認証プロセスの完了と簡単なミーティ
ング参加を可能にするためのファイアウォールが設定されていることを確認してください。実行
するには、https://www.verisign.com/repository/crl.html の VeriSign CRL サーバーがファイアウォール
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の承認済み URL リスト (ホワイトリスト) に追加されていることを確認してください。次の URL
を承認済み URL リストに追加することで、今後問題が起きないようにしてください。
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com
• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
このセキュリティ強化により、すべての WebEx サービスのリモートコンピュータにインストール
されているリモートアクセスエージェントにも適用されます。これには次のサービスが含まれま
す:
• WebEx ミーティング中のリモート操作の共有機能
• Training Center のハンズオンラボ
• Support Center
• WebACD
この強化ではリモートアクセスエージェントが VeriSign によるセキュリティ認証を受ける必要が
あります。これらのサービスをご利用の場合は、リモートエージェントがオンライン状態を保持
し、ユーザーからアクセスできるようにするために、上記の URLへのアクセスができるようファ
イアウォールを設定しておく必要があります。
WBS29.1
クロスプラットフォーム対応
ブラウザ対応が更新されました。「OS とブラウザの対応」のシステム要件と機能サポートを参照
してください。

既知の問題と制限事項
この項では、Sales Center のみに影響する既知の問題について説明します。WebEx でサポートされ
るブラウザ、オペレーティングシステム、およびその他の WebEx サービスに影響する既知の問題
の詳細は、「クロスプラットフォームリリースノートと既知の問題」を確認してください。
Chrome または Firefox から WebEx ミーティングに参加する
Google および Mozilla のポリシー変更により、Chrome または Firefox を使う場合にユーザーは手
動で WebEx プラグインを有効にする必要があります。
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アップグレードされた Remote Access サイトとアップグレードされていないデスクトップのエー
ジェント
Remote Access サイトがアップグレードされたがデスクトップの関連するエージェントがアップグ
レードされていない場合、2 つのメニュー項目 [ スクリーンをブランクにする ] および
[CNTRL-ALT-DEL の送信 ] が、アップグレードされていないエージェントに対して無効です。
Windows 8 および 8.1
• Windows 8 または 8.1 環境のプレゼンタがアプリケーション共有または画面共有 (以前のデス
クトップ共有) を共有する場合に、他の参加者に、共有コンテンツの前面にパネルが開いて
いる領域分だけ網目状の模様が写されます。この問題はミーティングコントロールパネル、
参加者パネル、チャットパネル、共有インジケータなどでも発生します。Windows 8 または
8.1 環境のプレゼンタはできるだけパネルを閉じて他の参加者のビューの妨げをできるだけ
排除してください。
• Windows 8 または 8.1 環境でリモートコンピュータに接続時、ローカルスクリーンは黒画面
になりません。
• 32-bit 版 Microsoft Office 2010 の Word ドキュメントでのファイル共有は Widnows 8.1 に対応
していません。アプリケーション共有か画面共有を使用してください。

WebACD
このリリースノートでは、WebACD の受信箱およびモニターの機能およびこのリリースでの新機
能について説明します。

新機能
次の一覧では WebACD の新機能と強化についてリリースバージョン番号と共に示しています。主
要な更新が含まれないバージョンは一覧には含まれません。
WBS29.13
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
コンテンツビューの改善
• ミーティングウィンドウ内のコンテンツエリア上部に表示されるコンテンツビューのアイコ
ンが、横幅に合わせるからビューアに合わせるに変更され、画面共有(旧デスクトップ共有)、
ファイル共有、アプリケーション共有の最も一般的なオプションに簡単にアクセスできるよ
うになりました。既定ビューもビューアに合わせるになりました。ホワイトボード共有用に
横幅に合わせるのオプションは継続して残されています。
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• ユーザーが手動で事前に別のオプションを選んでいる場合を除き、フルスクリーンビューが
コンテンツビューの既定ビューとなります。
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.11
ビデオの強化
• 新しいビデオパネルレイアウトの既定の設定および統合コントロールにより、ユーザーによ
るビデオの表示とレイアウトの表示切り替えがさらに簡単になりました
• ビデオ送信時に参加者リストのビデオウィンドウ上部にあるビデオレイアウトウィンド
ウ。
• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビ
デオビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的
に変更されます。
• ウェブカメラが検出されると、ビデオを開始するかどうかの確認がユーザーに表示され
ます。ユーザーはすべてのミーティングでビデオを開始するかどうかの選択も同じプロ
ンプトから指定できます。この設定はビデオウィンドウ上部にある歯車の [設定] アイコ
ンを選択して変更することができます。
• サムネイルとアクティブビデオの開始時のフレームレートが 15 fps に向上し、良好な広帯域
環境下でのビデオ体験が改善されました。
• 低帯域環境でビデオが送信できない場合、ユーザーは 5 秒後に、帯域幅またはローカルコン
ピュータの問題によりビデオの表示に問題が発生しているという内容のエラーメッセージを
受け取ります。
• CMR Hybrid ミーティングで上記のような低帯域エラーによりビデオが停止した場合、帯域
幅が改善された時点またはローカルコンピュータの問題が解決したらビデオが自動的に再開
されます。
プロファイルページの強化
プロファイルページの主要なプロファイル情報がよりシンプルになりました。
• 高機能画像アップローダが追加され、画像のアップロードとウェブカメラでの写真の撮影が
選べるようになりました。
• 右上角にあるユーザー名をクリックしてプロファイルページにアクセスできます。
• 外観が一新され、使い勝手も向上しました
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基本設定ページ
基本設定ページがすべてのユーザー設定で一元化されました。
• 折りたたみ可能なカテゴリ
• 「ウェブページの基本設定」および「既定のページ設定」が [全般] セクション下に移動しま
した。
• 以下の設定が [プロファイル] から [基本設定] ページに移されました。
•

• パーソナル会議室
• スケジュールのテンプレート
• 「セッションオプション」が「スケジュールオプション」に名称変更されました。
• Support Center

• 「電話番号」(プロファイルページ) および「パーソナル会議ページ」が「音声設定」の下で
統合されました。
• [ワンクリック設定] ページが [基本設定] ページに移動され、「今すぐミーティング」設定に
名称変更されました。
• 外観がさらにモダンでスマートになり、使い勝手も向上しました
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WBS29.10
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
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WBS29.9
WBS29.8.1
WebEx ボールアイコン
WebEx ボールアイコンのデザインが一新されました。
WBS29.8
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的部分から着手され、段階的に展開します。(今後のリ
リースで他のページや Center のデザインの見直しを行います。)
• グローバル要素 (ヘッダー、トップナビゲーション、左側メニューバーなど) およびコアペー
ジ (ログインページ、マイ WebEx > > マイミーティング、マイ WebEx > > トレーニングペー
ジなど) のデザインが一新し、悪性しビリティが向上しました
• 「ようこそ」ページが改善され、名前が「ホーム」になりました。
• 「番号で参加」ページで、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的なフローから着手され、段階的に展開します。(今後
のリリースで他のページや Center のデザインの見直しが行われます。)
• 共通要素および中核の Meeting Center ページが再設計され、アクセシビリティがさらに高く
なりました。
• 最適化された「ウェルカム」タブの名前がリネームされました。
• 番号で参加ページから、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
• Meeting Center のほとんどの使用状況に合った新しい HTML メールテンプレートが追加され
ました。
共有中のスクリーンセーバー
ミーティング中にユーザーがコンテンツの共有を行っている間はスクリーンセーバーが全員に対
して無効になります。
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
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Chrome で WebEx を使用する
Chrome はNPAPI のサポートを終了するため、Chrome 38 以降で WebEx を開始する場合に、Chrome
拡張機能を使った新しい参加プロセスが提供されます。Chrome ではじめて WebEx を使う時に、
拡張昨日を追加して WebEx アプリケーションを更新するための一度限り処理を行うためのガイド
が提供されます。2 回目からはこの操作なしで参加できます。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WebEx VoIP および WebEx 音声が広帯域音声に対応し、音声体験が向上しました
WebEx 音声会議と VoIP ミーティングでユーザーが VoIP を使って音声に接続している場合に広帯
域音声の機能が働き、ミーティング体験が大幅に改善されました。
広帯域音声は HD 音声の参照も行います。広帯域音声が広帯い周波数範囲にも対応するため、よ
りクリアな音声接続を提供します。
Windows、Mac、そして Linux デスクトップアプリケーション、Apple iPad および iPhone 端末、さ
らに Android モバイル端末にも対応します。広帯域音声は VoIP および WebEx 音声会議のネット
ワーク録画にも対応します。
広帯域音声コーデック (OPUS) が WebEx VoIP 出席者のデフォルトのコーデックになりました。
OPUS コーデックが持つ高性能な Packet Loss Concealment (PLC) と Forward Error Correction (FEC)
により、パケットロスに対するより高い回復力が提供されます。結果として悪い環境下でも高い
音声品質を保ちます。
さらに、コンピュータを使った音声は、ヘッドセット等を使わなくてもノイズ抑制アルゴリズム
により優れた体験を提供します。これには、UDPベースの VoIP トラフィック用の強化ジッタバッ
ファが含まれます。20ms というより小さなパケットサンプルサイズにより、遅延とデータロスが
軽減されます。
Solaris、Windows Mobile 端末、Blackberry 端末では、VoIP 音声で引き続き狭帯域音声が使用され
ます。ユーザーがこれらの端末からミーティングに参加する場合、ミーティング中は狭帯域音声
が使用されます。
サイト管理とマイ WebEx の会社のアドレス中と個人のアドレス帳
サイト管理およびマイ WebEx 内の会社のアドレス帳およびマイ WeBEx 内の個人のアドレス帳で、
複数の連絡先をインポートするには、カンマ区切り値ファイル(.csv) を使用する必要があります。
カンマ区切りまたはタブ区切りの .csv ファイルをアップロードするには、アップロードするファ
イルを選択し、ファイルで使用する区切りのタイプ (タブまたはカンマ) を選択し、それから [イ
ンポート] を選択します。WebEx アドレス帳の形式はサイト管理およびマイ WebEx からもエクス
ポートすることが可能です。
WBS29.6
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
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WBS29.5
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.4
「前回のパスワードの再使用」の新基準
「前回のパスワードの再使用を許可しない」オプション サイト管理オプションによりサイト管理
者が3 -8個前のパスワードの間で選択できるようになりました。新しい既定値は 3 です。
OS 対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.3
VeriSign セキュリティサーバー用のセキュリティ強化
WBS29 でのセキュリティ強化により、参加者がミーティングに参加する際に、参加者が使用する
コンピュータが VeriSign セキュリティサーバーに接続するためのミーティングアプリケーション
が必要となります。管理者は、参加者のコンピュータによる認証プロセスの完了と簡単なミーティ
ング参加を可能にするためのファイアウォールが設定されていることを確認してください。実行
するには、https://www.verisign.com/repository/crl.html の VeriSign CRL サーバーがファイアウォール
の承認済み URL リスト (ホワイトリスト) に追加されていることを確認してください。次の URL
を承認済み URL リストに追加することで、今後問題が起きないようにしてください。
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com
• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
このセキュリティ強化により、すべての WebEx サービスのリモートコンピュータにインストール
されているリモートアクセスエージェントにも適用されます。これには次のサービスが含まれま
す:
• WebEx ミーティング中のリモート操作の共有機能
• Training Center のハンズオンラボ
• Support Center
• WebACD
この強化ではリモートアクセスエージェントが VeriSign によるセキュリティ認証を受ける必要が
あります。これらのサービスをご利用の場合は、リモートエージェントがオンライン状態を保持
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し、ユーザーからアクセスできるようにするために、上記の URLへのアクセスができるようファ
イアウォールを設定しておく必要があります。
WBS29.1
クロスプラットフォーム対応
ブラウザ対応が更新されました。「OS とブラウザの対応」のシステム要件と機能サポートを参照
してください。

機能
WebACD 受信箱
自動開始
簡単に作業を開始するために、コンピュータを起動したときに自動的に起動するように WebACD
を設定することができます。
キューを非表示
適切なキューに集中できるように、WebACD 受信箱では空の顧客キューを非表示にすることがで
きます。
利用不可状態
一定期間アイドルの場合、WebACD 受信箱では状態を自動的に「利用不可」に変更することがで
きます。
自動警告
WebACD では、顧客がキューに参加したときに、ウィンドウの点滅、ウィンドウを最前面に移
動、または音の再生を行うことができます。
カスタマイズされたキュー表示
WebACD 受信箱を設定して、他のキューのトラフィックをチェックし、特定の顧客の詳細および
モニターリングするキューを表示することができます。
要求の自動承認
次の要求を自動的に承認するように受信箱を設定することができます。WebACD によって、あな
たが対応可能であることが検出され、顧客がキューで待っていることを知らせるメッセージが表
示されます。この方法によって、キューを確認する必要がなくなります。新しいセッションは自
動的に開始されます。
他の顧客サポート担当者をセッションへ招待
他の担当者のアシスタンスが必要な場合、キューに割り当てられているすべての担当者を招待す
るか、またはセッションに参加する担当者を選択することができます。セッション中に、必要に
応じて、担当者とプライベートでチャットし、セッションを他の担当者に転送することができま
す。
顧客がウェブサイトからアシスタンスを要求できる
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ウェブサイトにヘルプのリンクまたはボタンを配置することができます。詳細は、Support Center
サービスサイトの [サポート] ページにあるサイト管理者ガイドを参照してください。
WebACD モニタ
顧客要求の追跡
モニターリングするキュー内のトラフィックをチェックし、各キューに割り当てられている担当
者の数および各担当者の状態を確認します。サポートを受けている顧客の詳細を表示することも
できます。
柔軟なケース割り当て
WebEx サイト管理者は、特定の機能の要求を処理するために担当者のプールを割り当てることが
できます。

既知の問題と制限事項
WebEx Center と WebEx 録画サービスにより生成されるリンク
セキュリティ強化のアップデートにともない、Cisco は、WebEx Meeting Center、Training Center、
Support Center、Event Center、WebEx 録画サービスで使用される暗号化キー管理を改善するための
変更を行います。この変更により、これらのサービスにより生成された既存のリンクは更新され、
場合により新しいリンクのリクエスト申請が必要になるかもしれません。
Windows 8 および 8.1
• Windows 8 または 8.1 環境のプレゼンタがアプリケーション共有または画面共有 (以前のデス
クトップ共有) を共有する場合に、他の参加者に、共有コンテンツの前面にパネルが開いて
いる領域分だけ網目状の模様が写されます。この問題はミーティングコントロールパネル、
参加者パネル、チャットパネル、共有インジケータなどでも発生します。Windows 8 または
8.1 環境のプレゼンタはできるだけパネルを閉じて他の参加者のビューの妨げをできるだけ
排除してください。
• Windows 8 または 8.1 環境でリモートコンピュータに接続時、ローカルスクリーンは黒画面
になりません。
• 32-bit 版 Microsoft Office 2010 の Word ドキュメントでのファイル共有は Widnows 8.1 に対応
していません。アプリケーション共有か画面共有を使用してください。

System Management
このリリースノートでは、WebEx System Management の機能およびこのリリースでの新機能につ
いて説明します。
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新機能
次の一覧では System Management の新機能と強化についてリリースバージョン番号と共に示して
います。主要な更新が含まれないバージョンは一覧には含まれません。
WBS29.13
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
コンテンツビューの改善
• ミーティングウィンドウ内のコンテンツエリア上部に表示されるコンテンツビューのアイコ
ンが、横幅に合わせるからビューアに合わせるに変更され、画面共有(旧デスクトップ共有)、
ファイル共有、アプリケーション共有の最も一般的なオプションに簡単にアクセスできるよ
うになりました。既定ビューもビューアに合わせるになりました。ホワイトボード共有用に
横幅に合わせるのオプションは継続して残されています。
• ユーザーが手動で事前に別のオプションを選んでいる場合を除き、フルスクリーンビューが
コンテンツビューの既定ビューとなります。
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.11
ビデオの強化
• 新しいビデオパネルレイアウトの既定の設定および統合コントロールにより、ユーザーによ
るビデオの表示とレイアウトの表示切り替えがさらに簡単になりました
• ビデオ送信時に参加者リストのビデオウィンドウ上部にあるビデオレイアウトウィンド
ウ。
• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビ
デオビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的
に変更されます。
• ウェブカメラが検出されると、ビデオを開始するかどうかの確認がユーザーに表示され
ます。ユーザーはすべてのミーティングでビデオを開始するかどうかの選択も同じプロ
ンプトから指定できます。この設定はビデオウィンドウ上部にある歯車の [設定] アイコ
ンを選択して変更することができます。
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• サムネイルとアクティブビデオの開始時のフレームレートが 15 fps に向上し、良好な広帯域
環境下でのビデオ体験が改善されました。
• 低帯域環境でビデオが送信できない場合、ユーザーは 5 秒後に、帯域幅またはローカルコン
ピュータの問題によりビデオの表示に問題が発生しているという内容のエラーメッセージを
受け取ります。
• CMR Hybrid ミーティングで上記のような低帯域エラーによりビデオが停止した場合、帯域
幅が改善された時点またはローカルコンピュータの問題が解決したらビデオが自動的に再開
されます。
プロファイルページの強化
プロファイルページの主要なプロファイル情報がよりシンプルになりました。
• 高機能画像アップローダが追加され、画像のアップロードとウェブカメラでの写真の撮影が
選べるようになりました。
• 右上角にあるユーザー名をクリックしてプロファイルページにアクセスできます。
• 外観が一新され、使い勝手も向上しました
基本設定ページ
基本設定ページがすべてのユーザー設定で一元化されました。
• 折りたたみ可能なカテゴリ
• 「ウェブページの基本設定」および「既定のページ設定」が [全般] セクション下に移動しま
した。
• 以下の設定が [プロファイル] から [基本設定] ページに移されました。
•

• パーソナル会議室
• スケジュールのテンプレート
• 「セッションオプション」が「スケジュールオプション」に名称変更されました。
• Support Center

• 「電話番号」(プロファイルページ) および「パーソナル会議ページ」が「音声設定」の下で
統合されました。
• [ワンクリック設定] ページが [基本設定] ページに移動され、「今すぐミーティング」設定に
名称変更されました。
• 外観がさらにモダンでスマートになり、使い勝手も向上しました
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を詳細、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
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OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WBS29.10
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、「WebEx 生産
性向上ツールサポート」生産性向上ツール
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.9
WBS29.8.1
WebEx ボールアイコン
WebEx ボールアイコンのデザインが一新されました。
WBS29.8
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的部分から着手され、段階的に展開します。(今後のリ
リースで他のページや Center のデザインの見直しを行います。)
• グローバル要素 (ヘッダー、トップナビゲーション、左側メニューバーなど) およびコアペー
ジ (ログインページ、マイ WebEx > マイミーティングページ、マイ WebEx > トレーニング
ページなど) のデザインが一新し、悪性しビリティが向上しました
• 「ウェルカム」ページが最適化され、名前が「ホーム」になりました。
• 「番号で参加」ページで、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
WebEx Center のウェブページユーザー体験が改善されました。WebEx ページのデザインは新しく
なりましたが機能は従来のままです。
アクセシビリティ機能が追加され、アクセシビリティのレベルが向上しました。
デザインの見直しは Meeting Center の中核的なフローから着手され、段階的に展開します。(今後
のリリースで他のページや Center のデザインの見直しが行われます。)
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• 共通要素および中核の Meeting Center ページが再設計され、アクセシビリティがさらに高く
なりました。
• 最適化された「ウェルカム」タブの名前がリネームされました。
• 番号で参加ページから、主催者名を使って会議室を検索できるようになりました。
• Meeting Center のほとんどの使用状況に合った新しい HTML メールテンプレートが追加され
ました。
共有中のスクリーンセーバー
ミーティング中にユーザーがコンテンツの共有を行っている間はスクリーンセーバーが全員に対
して無効になります。
WebEx 生産性向上ツール
WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
Chrome で WebEx を使用する
Chrome はNPAPI のサポートを終了するため、Chrome 38 以降で WebEx を開始する場合に、Chrome
拡張機能を使った新しい参加プロセスが提供されます。Chrome ではじめて WebEx を使う時に、
拡張昨日を追加して WebEx アプリケーションを更新するための一度限り処理を行うためのガイド
が提供されます。2 回目からはこの操作なしで参加できます。
サイト管理の更新
サイト管理ツールに更新が行われました。詳細は次を参照、サイト管理
WebEx VoIP および WebEx 音声が広帯域音声に対応し、音声体験が向上しました
WebEx 音声会議と VoIP ミーティングでユーザーが VoIP を使って音声に接続している場合に広帯
域音声の機能が働き、ミーティング体験が大幅に改善されました。
広帯域音声は HD 音声の参照も行います。広帯域音声が広帯い周波数範囲にも対応するため、よ
りクリアな音声接続を提供します。
Windows、Mac、そして Linux デスクトップアプリケーション、Apple iPad および iPhone 端末、さ
らに Android モバイル端末にも対応します。広帯域音声は VoIP および WebEx 音声会議のネット
ワーク録画にも対応します。
広帯域音声コーデック (OPUS) が WebEx VoIP 出席者のデフォルトのコーデックになりました。
OPUS コーデックが持つ高性能な Packet Loss Concealment (PLC) と Forward Error Correction (FEC)
により、パケットロスに対するより高い回復力が提供されます。結果として悪い環境下でも高い
音声品質を保ちます。
さらに、コンピュータを使った音声は、ヘッドセット等を使わなくてもノイズ抑制アルゴリズム
により優れた体験を提供します。これには、UDPベースの VoIP トラフィック用の強化ジッタバッ
ファが含まれます。20ms というより小さなパケットサンプルサイズにより、遅延とデータロスが
軽減されます。
Solaris、Windows Mobile 端末、Blackberry 端末では、VoIP 音声で引き続き狭帯域音声が使用され
ます。ユーザーがこれらの端末からミーティングに参加する場合、ミーティング中は狭帯域音声
が使用されます。
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サイト管理とマイ WebEx の会社のアドレス中と個人のアドレス帳
サイト管理およびマイ WebEx 内の会社のアドレス帳およびマイ WeBEx 内の個人のアドレス帳で、
複数の連絡先をインポートするには、カンマ区切り値ファイル(.csv) を使用する必要があります。
カンマ区切りまたはタブ区切りの .csv ファイルをアップロードするには、アップロードするファ
イルを選択し、ファイルで使用する区切りのタイプ (タブまたはカンマ) を選択し、それから [イ
ンポート] を選択します。WebEx アドレス帳の形式はサイト管理およびマイ WebEx からもエクス
ポートすることが可能です。
WBS29.6
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.5
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.4
「前回のパスワードの再使用」の新基準
「前回のパスワードの再使用を許可しない」オプション サイト管理オプションによりサイト管理
者が3 -8個前のパスワードの間で選択できるようになりました。新しい既定値は 3 です。
OS 対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.3
VeriSign セキュリティサーバー用のセキュリティ強化
WBS29 でのセキュリティ強化により、参加者がミーティングに参加する際に、参加者が使用する
コンピュータが VeriSign セキュリティサーバーに接続するためのミーティングアプリケーション
が必要となります。管理者は、参加者のコンピュータによる認証プロセスの完了と簡単なミーティ
ング参加を可能にするためのファイアウォールが設定されていることを確認してください。実行
するには、https://www.verisign.com/repository/crl.html の VeriSign CRL サーバーがファイアウォール
の承認済み URL リスト (ホワイトリスト) に追加されていることを確認してください。次の URL
を承認済み URL リストに追加することで、今後問題が起きないようにしてください。
• *.verisign.com
• *.thawte.com
• *.geotrust.com
• *.rapidssl.com

Cisco WebEx Support Center リリースノート (バージョン WBS29.13)
28

Support Center
機能

• *.digitalcertvalidation.com
• *.ws.symantec.com
このセキュリティ強化により、すべての WebEx サービスのリモートコンピュータにインストール
されているリモートアクセスエージェントにも適用されます。これには次のサービスが含まれま
す:
• WebEx ミーティング中のリモート操作の共有機能
• Training Center のハンズオンラボ
• Support Center
• WebACD
この強化ではリモートアクセスエージェントが VeriSign によるセキュリティ認証を受ける必要が
あります。これらのサービスをご利用の場合は、リモートエージェントがオンライン状態を保持
し、ユーザーからアクセスできるようにするために、上記の URLへのアクセスができるようファ
イアウォールを設定しておく必要があります。
WBS29.1
クロスプラットフォーム対応
ブラウザ対応が更新されました。「OS とブラウザの対応」のシステム要件と機能サポートを参照
してください。

機能
リモートアクセスでの保守および管理
ネットワーク資産の統合表示を確認します。 1 つまたはすべての資産をアップグレードするのに
役立ちます。資産がインターネットに接続されていない場合、更新は資産がインターネットに接
続されるとすぐに行われます。
データバックアップ
バックアップ管理モジュールを使用して、社内のデスクトップおよびラップトップに配布されて
いるビジネスデータについて、オフサイトで安全な自動バックアップを実行します。保管ポリシー
を設定して、バックアップするデータと頻度を決定します。WebEx のバックアップ管理は、低速
のネットワーク接続でもスムーズに運用可能であり、いつでもデータを確実に保護できるように
なります。128 ビット AES 暗号化通信により、データのセキュリティが常に確保されます。
ウイルス保護
ウイルス保護モジュールを使用して、ネットワーク資産にウイルス保護を適用し、企業のウイル
ス保護プログラムの管理の費用と複雑さを軽減します。既にウイルス保護ソフトウェアがある場
合でも、WebEx のウイルス保護を使用して配布することができます。
ポリシーの一括管理
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WebEx のパッチ管理を使用することにより、ブラウザベースのインターフェイスを使用して一元
的にポリシーを更新できます。既存の SUS/WSUS サーバーを簡単に統合して、レポートおよび管
理機能を利用します。
大規模な配布の最適化
System Management の帯域幅ポリシーおよびダウンロードルールによって、大規模な配布中の帯域
幅消費を管理します。同時ダウンロードの最大数を設定し、ネットワーク使用が少ない期間に配
布をスケジュールすることができます。
利用回数料金制
System Management は利用量と必要な機能に対してのみ課金される、ホスト型のウェブアプリケー
ションです。
VPN は不要
WebEx System Management が機能するために、リモートユーザーおよび資産は VPN アクセスを必
要としません。資産がインターネットに接続されている限り、WebEx System Management を使用
して管理することができます。
障害リカバリー
接続の切断などの問題によってダウンロードが成功しない場合、WebEx System Management のソ
フトウェア配布はチェックポイントリスタートを使用して、終了したところからダウンロードが
開始されるようにします。
検索
System Management では、場所またはオフィスによって、特定のハードウェア、ソフトウェア、お
よびユーザーをインベントリから検索することができます。
レポート
特定の資産、オフィス、または会社のさまざまな重要な測定法を示す、グラフィカルなレポート
およびテキストベースのレポートを生成します。リアルタイムでレポートを実行するか、いつで
も実行できるようにスケジュールします。レポートデータをメールで自動的に配布することもで
きます。
データエクスポート
WebEx System Management ユーティリティである IWS (Integration Web Service) を使用して、資産
データをエクスポートし、Microsoft Access または SQL Server データベースにダウンロードしま
す。

前回のロックダウンバージョン以降の変更
この章では、WBS29.13.10 ロックダウンバージョンと前回のバージョンである WBS28.12.2 の違い
について記載しています。
シンプルで洗練されたミーティング体験 (Meeting および Event Center—Windows)
• 先鋭的なデザインとすっきりとしたレイアウト
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• アイコン、フォント、配色が一新されました
• クイックスタートページ内のコントロール群が一つにまとまりました
• パネル上のアイコンがさらに見やすくなりました
• 直感的な操作が可能な音声ダイアログボックス
• より便利になった共有ダイアログボックス
• 招待および催促ダイアログボックスが改善しました
• 出席者はミーティングのタブ上で画面共有およびアプリケーション共有を見ることができま
す
• 出席者による画面切り替えを最小にすると共に、ビデオとミーティングコントロール群ヘの
アクセスをより簡単にします
• マウスをドラッグだけで簡単にコンテンツ共有およびビデオサイズが調節できます
• 注釈ツールおよびその他機能へのアクセスが簡単になりました
• 縦長の注釈バーと一新されたアイコン (Windows 版のみ)
• ビューの基本設定を指定が簡単になったビューオプション
• 注釈ツールアイコンが新しくなりました
• ダイアログが改善されました
• 通知機能が改良されました
• プレゼンタ用のミーティングコントロール中のアイコンが一新されました
ミーティング体験のユーザビリティが向上しました
• 最初に出席した参加者がプレゼンタになりますが、主催者が参加した時点でプレゼンタ権限
は自動的に主催者に戻ります。出席者がコンテンツ共有を行っている場合はこの限りではあ
りません。(Meeting Center)
• プレゼンタ権限をミーティングの操作権限を持つ参加者に自動的にわたすことを許可する
• コンテンツ共有中はスクリーンセーバーが無効になります (すべての Center)
• 中断されることがないため、参加者はコンテンツの内容に集中することができます
• [チャット] と [メモ] のパネルは自動的に最小化され、代わりにアイコンが表示されます。
ユーザーはこれらのアイコンを選択して開くことができます (Meeting Center および Event
Center)
• 既定はサイト管理から変更することができます。
改善されたビデオ体験 (Meeting および Event Center—Windows)
• 参加者リストのビデオ表示上部のビデオレイアウトオプションが新しくなりました
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• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビデオ
ビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的に変
更されます。
• カメラが検出されるとビデオを送信するためのメッセージがユーザーに表示されます (Meeting
Center のみ)
• すべての Center で既定でビデオを送信するよう指定することも可能です。
ビデオの強化
• サムネイルとアクティブビデオのフレームレートが 6 fps から 15 fps に変更されました
• 広帯域幅を持つ良好な回線環境で、最高のビデオ体験をお試しください。
• 5 秒後に歯車がエラーメッセージに切り替わります。
• CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングで低帯域幅の原因によりビデオがオ
フになった後にビデオは自動的に回復します。
ミーティング中の入退室トーンの無効化 (Meeting Center)
• ミーティング中、入退室の音声による通知を無効化にする新しいオプション (ビープ音また
は名前のアナウンス)
• 必要に応じて有効に戻すことができます
• 参加者が大勢だったり、退席によるミーティングの中断を防ぐことができます
主催者はミーティングを終了することなく退出することができます (Meeting Center)
• 主催者がミーティングを終了することなく WebEx アプリケーションから退出した場合、主
催者権限が自動的に他の参加者にて移されます (主催者が TelePresence システムから参加して
いたり、音声のみミーティングで参加している場合、これは適用されません)。
• 主催者が主催者権限の手動による転送を忘れた場合にもミーティングが継続されます
誰でも共有可 (Meeting Center)
参加者は、プレゼンタになることなく、すばやくコンテンツの共有を開始することができます。
このオプションは新しいサイトでは既定となっています。主催者はミーティング中にこのオプショ
ンを無効にすることができます。
WebEx ページの新しいデザインとアクセシビリティの更新
• 向上したアクセシビリティと簡素化されたユーザー体験
◦ ログインページ
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◦ ミーティングカレンダー (ミーティング一覧)
• ミーティングのスケジューラ (比較)
• アドバンストスケジューラ
• ようこそページという名前がホームに変更されました
• ワンクリックミーティングの変更:
◦ ワンクリックの名前が今すぐミーティングに判りました
◦ 既定ではパーソナル会議室でミーティングを開始する
◦ パーソナル会議室で「今すぐミーティング」のミーティングが始まることを知らせる
メッセージが表示されます
◦ ユーザーは基本設定で以前のダイナミックリンクに戻すことが可能です
• 統合型カレンダービュー
• スケジューラ
• ミーティング登録オプションの変更
• Meeting Center 用の HTML メールテンプレートの導入
• 参加ページ (ミーティングの詳細ページ)
• 「参加ページの更新なし」による一貫性の保持
• ミーティング参加体験
◦ 参加の処理がさらに速く快適に
◦ ミーティング参加の処理がさらに速くなりました
◦ 接続時間の短縮
◦ 最適化された API
◦ 最大 30% 高速化 (ネットワーク回線とコンピュータ処理の速度に寄り異なります)
• 参加体験の改善
◦ ミーティングウィンドウの表示が速くなりました
◦ シンプルな参加ページ
◦ 接続を示すポップアップメッセージが廃止されました
◦ ミーティングの読み込み状態がよりわかりやすくなりました
• ユーザビリティの強化
• ミーティング中のテクニカルサポートへのアクセス (この音声サポートは、WebEx
Cloud-Connected Audio (CCA) を利用するユーザーだけが利用できます)
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Event Center のイベント体験の再設計 (Windows)
シンプルかつ先進的なイベント体験
• 新しいスキンと洗練されたレイアウト
• アイコン、フォント、配色が一新されました
• クイックスタートページ内の統合型コントロール
• パネル上のアイコンがさらに見やすくなりました
• Q & A の改善
◦ 回答済みは青色表示
◦ 未回答はオレンジ色表示
• 音声ブロードキャストダイアログボックスが更新されました
• アイコン、フォント、配色が一新されました
パーソナル会議室 (Meeting Center のみ)
• Meeting Center 専用のパーソナル会議室
• 常設のパーソナライズされたビデオ会議です
• パーソナル会議室と CMR Cloud は何ですか？あなた専用のパーソナル会議室を使えばミー
ティングの場所を簡単に覚えることができます。
◦ パーソナル会議室はすべての WebEx Meeting Center 主催者に提供されます
◦ 永続的
◦ バニティ URL
◦ 主催者によるロビー管理 (会議室のロック)
◦ CMR Cloud が有効なパーソナル会議室であればパーソナル会議室の全機能が利用できま
す:
◦ WebEx ビデオ部ロッジ - クラウドベースのビデオブリッジにより、ユーザーはあ
らゆる標準的なビデオ端末から参加することができます
◦ ビデオ ID
◦ アドオンサービス購入が必要になります
◦ ホームページがあなたのパーソナル会議室ページとなります
◦ 主催者によるロビー管理
◦ 共有中の通知 (このメッセージを選択してロビー全体に表示することができます)
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Mac 版生産性向上ツールと Outlook を使ってすばやくミーティングをスケジューリング
サイトの「サポート」セクションに移動して Mac 版の WebEx 生産性向上ツールをダウンロード
してください:
• サイトの [サポート] セクションに移動して [ダウンロード] を選択してください。
• Mac 環境であれば、Mac 版の生産性向上ツールのダウンロードが促されます。(生産性向上
ツールは Windows 環境でも利用できます。)
• サイト URL の入力は必要ありません。サイト URL はあなたが WebEx サイトからダウンロー
ドした時点で自動的に入力されます
• メールアドレスとパスワードの入力でサインイン
• 簡単なサイト切り替え - サインアウトして別のサイト URL を入力します新しいサイト URL
は記憶されます
• Mac 版の生産性向上ツールには Mac ツールバーに表示される便利なメニューが含まれていま
す。これによりツールバーの WebEx ボールで簡単にアクセスできます。
◦ 「今すぐミーティング」および「ミーティングのスケジュール」などの主要機能は上部
に表示されます
◦ 「今すぐミーティング」でインスタントミーティングを開始します。
◦ 「ミーティングのスケジュール」を選択して Outlook の予定をスケジュールします
◦ WebEx のテクニカルサポートチームにログファイルを送信できます
• Mac 版 WebEx と Microsoft Outlook の連携
◦ Outlook から [今すぐミーティング] を選択してインスたタントミーティングを開始する
◦ Outlook からの快適なミーテイングのスケジューリング[ミーティングのスケジュール]
を選択すると新しい予定メッセージまたはカレンダー入力フォームが表示されます
◦ ミーティングの件名、日時を入力し、いつも通りに出席者を招待します。
◦ 普通にカレンダー入力から開始して WebEx を追加します [WebEx 設定の変更] ボタンを
選択して異なる WebEx ミーティングを選択します
◦ クイックスケジュールで常に使用するオプションでパーソナル会議テンプレートを
保存することが可能です
◦ アドバンスト設定でこのオプションを変更することも可能です
◦ 繰り返しのミーティングシリーズで例外ミーティングを作成できるようになりまし
た (CMR Hybrid (WebEx- が有効な TelePresence) ミーティングを除く)

プロファイルと基本設定の最適化
[マイ WebEx] および [マイ WebEx プロファイル] のセクションが新たなセクションに統合されま
した:
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• プロファイル
• 基本設定
• 基本設定:全般
• 基本設定:今すぐミーティング
• 基本設定:音声設定
• 基本設定:パーソナル会議室、スケジューリングテンプレート、スケジューリングオプショ
ン、サポートセンター
広帯域音声および音声プロンプト
WebEx VoIP および WebEx 音声が広帯域音声に対応し、音声体験が向上しました
• VOIP のみのミーティングと WebEx 音声ミーティングの両方が広帯域音声に対応しています
• Windows、Mac そして Linux デスクトップアプリケーション、Apple iPad および iPhone 端末、
さらに Android モバイル端末にも対応
• VoIP のみのミーティングのネットワーク録画
• 広帯域音声コーデック (OPUS) が WebEx VoIP 出席者の既定コーデックになりました
• 広帯域コーデックに未対応
• デスクトップ Solaris アプリケーション、Windows モバイル・アプリ、blackberry モバイルア
プリは引き続き低帯域のみの対応となります。参加者がこれらのアプリケーションから参加
するとミーティング全体が低帯域を使用します。
• ネットワーク録画の録画と再生は WebEx 音声ミーティングに対応しています
WebEx VOIP の改善点
• 広帯域音声対応で最高のミーティング体験を提供
• HD 音声も参照する広帯域音声 - 広帯域音声が広帯い周波数範囲にも対応するため、よりク
リアな音声接続を提供します。
• OPUS コーデックが持つ高性能な Packet Loss Concealment (PLC) と Forward Error Correction
(FEC) により、パケットロスに対するより高い回復力が提供されます。結果として悪い環境
下でも高い音声品質を保ちます。
• ノイズ抑制アルゴリズムの強化 – コンピュータを使った音声は、ヘッドセット等を使わなく
てもノイズ抑制アルゴリズムにより優れた体験を提供します
• UDP ベースの VOIP トラフィック用に\強化された ジッターバッファ
• 20ms というより小さなパケットサンプルサイズにより、遅延とデータロスが軽減されます。
音声プロンプト:ユーザー体験の詳細
• コールイン:
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◦ ユーザーがダイヤルする国の言語に対応、ユーザーは「WebEx へようこうそ」という音
声ガイドが聞こえます。それから英語で続けるには、1を押して次に # を押します。日
本語で続けるには、2 を押して次に # を押します。
◦ ユーザーが選択を済ましたら以降の音声ガイドは選択された言語で流れます。
◦ 複数言語が設定されていない場合、ユーザーには「Welcome to WebEx」が流れ、以降の
音声ガイドはブリッジの既定言語で続きます (つまり英語でのガイドとなります。)
• コールバック:
◦ ユーザーがコールバックサービスに英語ではなく自国の言語を選択している場合、ユー
ザーには最初に自国の言語での音声ガイドが流れ、続けて英語が流れます。
• その他のアップデート
• DTMF コマンドのトーンとの聞き間違いを無くすため、ミーティングの出退席のトーン
が変更されました。
• 最新のスタイルガイドラインに準拠するために、音声ガイドの一部内容が更新されまし
た。例えば、conference の代わりに meeting という言葉を使うようにしました。
• ダイヤルインおよびコールバック時の不必要な音声ガイドが無くなり、参加プロセスの
音声ガイドがより短くなりました。

サイト管理の更新
• 現行ブランディングはシンプルなまま保持されます
• HTML メールテンプレートHTML 形式 – ソート対応
• HTML およびプレーンテキスト
• メールテンプレート – 既定に戻す
• メールテンプレート – 変更
• Mac 版生産性向上ツールの設定
• 無効化された主催者アカウント -- 主催者アカウントが無効化されている:
• *無効化されたユーザーのためにスケジュールされたミーティングおよびイベントは開
始できません
• 代理主催者はミーティングおよびイベントを開始できません
• 無効化された主催者の代理としてスケジュールされたものは開始できません
• 主催者がアクティブではないメッセージは表示されますが、参加ボタンは無効になって
います
• ミーティングおよびイベントのリマインダと音声
• Meeting Center - ミーティングの一覧表示 – 開始ボタンが無くなりました
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• Event Center – 登録リンクがイベント一覧から削除されました
• Event Center – 登録リンクが削除されました
• Training Center – 出席者ビューには、主催者が無効化され [今すぐ参加] ボタンが削除さ
れたことが示されます
• WebEx Meeting Center、Event Center および Training Center が対象となります。
• 出席者権限 - 印刷またはドキュメントの保存
• ミーティングスケジューラ
• 主催者は印刷とドキュメント保存の権限を有効化、無効化にできます
• 有効な場合、主催者がドキュメントを共有すると(デスクトップではなく)、出席者は共
有中のドキュメントの保存と印刷を行う権限が付与されます

CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) と WebEx 生産性向上ツールとの連携により、ユーザー
は WebEx Meeting Center および Cisco TelePresence が使用される CMR Hybrid ミーティングを開始
したりスケジュールできます。
生産性向上ツールのメール招待状テンプレート
WBS28.9 から WBS29.13 への更新で生産性向上ツールの招待状メールのテンプレートに変更が加
えられました:
• WBS28.9 ~ WBS28.12.27—CMR Hybrid がサイトで有効になっていない場合に WebEx のみ、
パーソナル会議、音声のみのミーティングの Windows 版 WebEx 生産性向上ツールの 2 つの
メール招待状テンプレートがありました。主催者キーと主催者アクセスコードが含まれた主
催者用とこれらの情報が含まれていない出席者用です。CMR Hybrid がサイトで有効になっ
ている場合、WebEx のみ、パーソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミー
ティングのメール招待状テンプレートは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者
キーおよびアクセスコードは含まれていない出席者用のものとなります。
• WBS29.11 ~ WBS29.13.2—CMR Hybrid がサイトで有効になっている場合、WebEx のみ、パー
ソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミーティングのメール招待状テンプレー
トは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者キーおよびアクセスコードは含まれ
ていない出席者用のものとなります。
• WBS29.13.10—パーソナル会議、音声のみのミーティングの Windows 版 WebEx 生産性向上
ツールの 2 つのメール招待状テンプレートが再度利用可能になりました。主催者キーと主催
者アクセスコードが含まれた主催者用とこれらの情報が含まれていない出席者用です。CMR
Hybrid ミーティングでは引き続き 1 つのメール招待状テンプレートのみ対応し、主催者キー
とアクセスコードが含まれない出席者用のものが提供されます。
• WBS29.8 ~ WBS29.13.10—Mac 版の WebEx 生産性向上ツールでは、CMR Hybrid ミーティン
グ、WebEx のみ、パーソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミーティングの
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メール招待状テンプレートは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者キーおよび
アクセスコードは含まれていない出席者用のものとなります。
詳細は次を参照、生産性向上ツール
生産性向上ツールの CMR Hybrid 連携のユーザビリティ向上
WBS 29 では生産性向上ツールの CMR Hybrid 連携のユーザビリティの改善が行われました。これ
には初めて使用するユーザー用のヘルプのテキストとツールチップ、ミーティングオプションパ
ネルの開閉、WebEx ミーティングが追加され TelePresence リソースが予約できているかどうかの
状態インジケータが表示されます。
CMR Hybrid ミーティング用の録画サポート
WBS29 以降、CMR Hybrid ミーティングのビデオ、音声、共有、チャット、投票を録画できるよ
うになりました。いつも通りに [録画] ボタンを押すだけです。詳細は、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.htmlの録画と再生の FAQ を参照
してください。
ユーザーが WebEx を使って参加することを許可する
WBS29 以降、CMR Hybrid ミーティングのミーティングオプションダイアログボックス中の [ユー
ザーが WebEx を使って参加することを許可する] のオプションは固定ではなくなり、前回のミー
ティングでチェックが入っていた場合は、今回でもチェックが入りません。ユーザーが WebEx を
使って参加することを許可する場合、CMR Hybrid ミーティングで毎回チェックボックスにチェッ
クを入れる必要があります。
CMR Hybrid ミーティングにマイミーティングを表示する
マイ WebEx > CMR Hybrid ミーティング > マイミーティングの一部の問題が解決しました。
その他の WebEx 機能
WebEx-only meetings that do not yet have full support in CMR Hybrid ミーティングで完全なサポート
がない WebEx のみのミーティングのために一部の機能が追加または強化されました:
• 繰り返しミーティングシリーズの例外ミーティングは CMR Hybrid ミーティングには対応し
ていません。詳細については、Collaboration Meeting Room (CMR) の既知の問題/制限のCMR
Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携の問題のセクションを参照してください。
• パーソナル会議室は CMR Hybrid ミーティングに対応していません。
• iPad、iPhone、および Android 端末では CMR Hybrid ミーティングでコンテンツ共有ができま
せん。
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注意
• 解決済みのバグ, 41 ページ

解決済みのバグ
下記の表ではこのリリースで解決済みのバグを記載しています。
表 1：リリース 29.13 で修正済みのバグ

バグ番号

重症度

詳細

対象サービス

CSCus79914

3.

150 DPI 設定の使用時 すべて
は 2 台目のモニタ上で
はデスクトップを共有
できない

CSCus81797

3.

マイミーティングペー すべて
ジの表示で遅延が発生
する

CSCut22150

3.

マイ WebEx ページ上の すべて
漢字が正しくない

CSCus79887

2.

Mac 10.8 および 10.9 OS すべて
環境で開始するミー
ティングで問題が発生
する

CSCut20168

3.

日本語を指定している すべて
場合に Mac OS 環境で
は録画ファイルの再生
ができない
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CSCut24045

2.

Airplay が検出されてい すべて
る場合に Mac クライア
ントが既定の音声端末
を適切に検出できない

CSCut41682

2.

Mac クライアントで参 すべて
加時にエラーが発生す
る

CSCut51432

2.

ネットワーク録画プ
すべて
レーヤー使用時に録画
を MP4 形式に変換でき
ない

CSCut13245

3.

relay state の値が空の場 すべて
合にエラーページにリ
ダイレクトする

CSCus90729

3.

すべてミュート/すべて Event Center
ミュート解除が正常に
機能しない

CSCus94228

3.

マイク未検出メッセー Event Center
ジの文言が正しくない

CSCus64329

3.

セッションの制限が 1 Meeting Center
になっているにも関わ
らず、パーソナル会議
室が主浅井者によって
開始できてしまう

CSCus67309

3.

Meeting Center
Windows XP および
Vista の Chrome ブラウ
ザでの参加時にエラー
が発生する

CSCus73944

3.

パーソナル会議室メー Meeting Center
ル招待状で適切なサイ
ト名の別名が表示され
ない
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CSCus86557

3.

主催者は Jabber のパー Meeting Center
ソナル会議を使って
「今すぐミーティン
グ」セッションを開始
できない

CSCus88215

3.

ユーザー名に特殊文字 Meeting Center
が含まれる場合に参加
時に適切に表示されな
い

CSCus80914

3.

Mac 環境でアクセス
コードが正しくない

CSCut19109

3.

WebEx ミーティングク Meeting Center
ライアントの起動が失
敗する

CSCus66962

3.

CMR Hybrid でアクティ Meeting Center
ブスピーカーのビデオ
切り替えが適切でない

CSCut15094

3.

ミーティング中に MP4 Meeting Center
ファイルを共有できな
い

CSCut34028

3.

VoIP のみのミーティン Meeting Center
グで Android モバイル
クライアントユーザー
は PC からの音声が聞
こえない

CSCut20624

2.

出席者はプレゼンタが Meeting Center
共有するビデオを見る
ことができない

CSCut38101

3.

IE9 で開始時刻が正し
くない

CSCut31393

2.

主催者がミーティング Meeting Center
に参加する前に出席者
の音声が有効になって
いる

Meeting Center

Meeting Center
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CSCut36892

2.

Win 8.1 でミーティング Meeting Center
が起動されない

CSCut44690

2.

モバイルクライアント Meeting Center
で出席者にミーティン
グパスワードが求めら
れる

CSCut48781

3.

「主催者より先に参加 Meeting Center
する」の時間が経過す
ると出席者は主催者よ
り先に参加できない

CSCus81699

3.

TSP hybrid audio:Mac ク Meeting Center
ライアントのキーパッ
ドボタンが無効になっ
ている

CSCus92716

3.

Cisco WebEx Meetings Meeting Center
ユーザーに対してパー
ソナル会議室が有効に
なってしまっている

CSCus84382

3.

Training Center
Training Center セッ
ションで登録 ID で 0 が
表示される

CSCut42457

3.

Mac 環境で正しくない Training Center
国際コールイン番号が
表示される

CSCus92250

2.

サイト URL リダイレク 生産性向上ツール
トが使用されている場
合に生産性向上ツール
SSO ログインが機能し
ない

CSCus74677

3.

ネットワークエラーが 生産性向上ツール
発生している場合に生
産性向上ツールエラー
メッセージが不明瞭

CSCut06959

2.

Mac 版生産性向上ツー 生産性向上ツール
ル SSO サインインのエ
ラー
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CSCut19686

3.

顧客は生産性向上ツー 生産性向上ツール
ルを使ってサポート
セッションをセット
アップできない

CSCut26273

2.

Mac 版の生産性向上
ツールで CMR Hybrid
ミーティングをスケ
ジュールできない

CSCut28819

3.

Mac 版の生産性向上
生産性向上ツール
ツールで繰り返しの
ミーティングの一回分
のミーティングの削除
が適切に処理されない

CSCut26660

3.

サイト管理で生産性向 生産性向上ツール
上ツールのダウンロー
ドで自動アップデート
フラグが適用されない

CSCus92171

2.

CMR Hybrid オプション 生産性向上ツール
が無効な場合に CMR
Hybrid メニューオプ
ションが表示される

CSCut13308

3.

PCN が無効になってい 生産性向上ツール
るにもかかわらず PCN
ボタンが表示される

CSCut26557

3.

PT で「番号を入力して 生産性向上ツール
参加」が機能しない

CSCut38794

3.

主催者が「今すぐミー 生産性向上ツール
ティング」のミーティ
ングを開始できない

CSCut53357,
CSCut53220,
CSCut47546

3.

Lotus Notes ユーザーの 生産性向上ツール
スケジューリングでエ
ラーが発生する

生産性向上ツール

Cisco WebEx Support Center リリースノート (バージョン WBS29.13)
45

注意
解決済みのバグ

CSCut59164

3.

Mac 版の生産性向上
生産性向上ツール
ツールで CMR Hybrid
ミーティングをスケ
ジュールする場合に
TMS でビデオピン番号
が生成されず、ミー
ティングの通知でピン
が表示されない

CSCus76213

3.

登録レポートと出席者 生産性向上ツール
レポート間で出席者の
状態が一致しない

CSCus97521

3.

WBS29.12.3 アップグ 生産性向上ツール
レード後にワンクリッ
クミーティングを開始
できない

CSCut15719

3.

WBS29.12 の生産性向 生産性向上ツール
上ツールのテンプレー
トで
%MeetingNumberNS%
が機能しない

CSCus76998

3.

ユーザーのエクスポー サイト管理
トに失敗する

CSCut28493

3.

場合によりユーザーの サイト管理
エクスポート機能が正
常に働かない

Cisco WebEx Support Center リリースノート (バージョン WBS29.13)
46

第

3

章

システム要件と機能サポート
このドキュメントでは、機能、既知の問題、および各 OS とウェブブラウザ環境での WebEx サー
ビスの使用制限について記載しています。

（注）

WebEx は次の要件を満たすすべての Linux ディストリビューションをサポートしています:
• カーネル:2.6 以降
• X Lib:X11R6 以降の互換性があるもの
• C++ Lib: libstdc++ 6
• Desktop Environment:XFce 4.0 以降、KDE、Ximian、Gnome
• GDK/GTK+ version:2.0 以降
• Glib:2.0 以降
• Java 1.6

• 対応言語, 48 ページ
• オペレーティングシステムおよびブラウザの対応, 49 ページ
• Windows XP および Internet Explorer 6 のサポート終了のお知らせ, 50 ページ
• Citrix XenDesktop および XenApp の対応, 51 ページ
• クロスプラットフォームの機能, 51 ページ
• クロスプラットフォームの既知の問題と制限事項, 62 ページ
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対応言語

対応言語

1

言語

Meeting Center

中国語 (簡体語)

1

Event Center

Training Center

Support Center

○

○

○

○

中国語 (繁体語)

○

○

○

○

オランダ語

○

○

○

○

英語

○

○

○

○

フランス語

○

○

○

○

ドイツ語

○

○

○

○

イタリア語

○

○

○

○

日本語

○

○

○

○

韓国語

○

×

○

○

ポルトガル語 (ブ
ラジル)

○

○

○

○

ロシア語

○

○

○

○

スペイン語 (欧州) ○

○

○

○

スペイン語 (南米) ○

○

○

○

スウェーデン語

×

×

×

○

Mac 版で多言語対応しているのは Meeting Center だけです。Event Center、Training Center、および Support Center は対応していません。
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オペレーティングシステムおよびブラウザの対応

オペレーティングシステムおよびブラウザの対応
Windows
OS

1

Mac OS X

10.6、10.7、10.8、
2003 Server、Vista
32-bit/64-bit、Windows 10.9、10.10
7 32-bit/64-bit、
Windows 8
32-bit/64-bit、Windows
8.1 32-bit/64-bit

利用可能な WebEx サー すべてのサービス
ビス

Meeting Center
Training Center
Event Center Sales Center
Remote Support

2

Linux

Ubuntu 10x and 11x
(Gnome)、 Red Hat 5、
6、Open SuSE 11.4
Fedora 15, 16 (すべての
32-bit)

Meeting Center
Event Center
Training Center Remote
Support

システムの最小要件
プロセッサ

Intel Core2 Duo CPU
Intel プロセッサ (メモ Intel または AMD x8
2.XX GHz または AMD リ 512 MB 以上を推奨)
プロセッサ (メモリ 2
GB 推奨)

JavaScript

JavaScript (クッキーが
有効)

その他

Active X が有効 (IE で
ブロック解除されてい
ることを推奨) Sun Java
6 以降

JavaScript (クッキーが
有効)

JavaScript (クッキーが
有効)
Java 6、libstdc++ 6.0、
GNOME/KDE window
システム

ブラウザ
Internet Explorer

7、8 (32-bit/64-bit)、9
(32-bit/64-bit)、10
(32-bit/64-bit)、11
(32-bit/64-bit)

Mozilla
Firefox3

最新版

最新版

Safari
Chrome3

最新版

5、6、7、8
最新版 32-bit/64-bit

最新版 32-bit/64-bit
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Windows XP および Internet Explorer 6 のサポート終了のお知らせ

1

Mac からミーティングに参加する
• Mac OS X 10.7 以降 Apple は Mac オペレーティングシステムでの Java の提供を停止しまし
た。これまで WebEx は、Java がインストールされておらずミーティングへの参加で問題を
抱えている、初めてのユーザー用のミーティングアプリケーションの自動ダウンロードを
Java ブラウザプラグインに依存していました。Java への依存を排除しました。代わりに、
ユーザーには小さなプラグインのインストールが求められます。これにより、ミーティング
アプリケーションの残りのインストールが自動処理され、ミーティングが開始できます。
• Safari 6.X および Safari 7 上ではじめて Event Center を使ってイベントを開始または参加する
際にエラーが発生します。WebEx のインストール後、イベントに参加または開始するサイト
からのプラグインを信用するよう Safari が要求します。その後でページが更新されますが、
まだイベントには参加できません。参加するには、選択した元のリンクを戻ることで無事参
加できます。

2

Linux パーソナル会議室には対応していません。

3

Chrome で WebEx を使用する
• Chrome は NPAPI サポートを終了するため、Chrome 38 以降の WebEx の開始では、Chrome
拡張機能を使った新しい参加方法が提供されました。Chrome 上ではじめて WebEx を使う際
に、ユーザーは一回限りの操作による拡張機能の追加と WebEx アプリケーションの更新の
ための手順が示されます。2 回目からはこの操作なしで参加できます。

Windows XP および Internet Explorer 6 のサポート終了のお
知らせ
すでにご存知だと思いますが、マイクロソフトは2014年4月8日をもってWindows XPのサポートを
終了しています。まだWindows XPをお使いのお客様はできるだけ早くWindowsの新しいバージョ
ンにアップグレードすることをお勧めします。しかしながら、すべてのユーザーが Microsoft のリ
リースに合わせてパソコンをアップグレードできる訳ではありません。WebExでは2014年末まで
引き続き Windows XP サポートを提供する予定ですが、Windows XP により Microsoftの 変更が求
められるといった問題が起こった場合については、Microsoft によるアップグレードの提供が行わ
れないため、WebEx は問題解決のフィックスを提供することができません。WebEx は 2015 年 1
月をもって Windows XP のサポートを終了しました。サポート済み Windows へのアップグレード
をお勧めします。
最新のウェブ標準への準拠に注力するため、WebEx は WBS29.8 で Internet Explorer 6 のサポート
を終了します。お使いの WebEx サイトが WBS29.8 に更新される前に、より新しい Internet Explorer
または別のブラウザをご利用ください。
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Citrix XenDesktop および XenApp の対応

Citrix XenDesktop および XenApp の対応
ホスト OS と仮想 OS の両方が Windows (Windows XP または Windows 7) の場合に、Citrix XenDesktop
5.0、5.5 と 7.0 および XenApp 6.5 に対応します。ホスト OS とはユーザーのローカルコンピュータ
上にインストールされているオペレーティングシステムのことです。仮想 OS はサーバーにより
提供されるオペレーティングシステムです。
詳細についてはクロスプラットフォームの既知の問題と制限事項を参照してください。

クロスプラットフォームの機能
各 WebEx サービスで対応する機能:
Meeting Center
Windows

Mac OS X

Linux

○

○

○

ミーティングへの出席 ○

○

○

主催者に先行した電話 ○
会議への参加

○

○

出席者の準備インジ
ケータ

○

○

○

クイックスタートタブ ○
(参加者のための招待と
催促)

○

×

ミーティング議事録の ○
送信

×

×

○
Power Panels (コント
ロールを使用して、出
席者にはフルスクリー
ンで表示しながら、そ
の画面の後ろでミー
ティングのアクティビ
ティを管理します)

○

×

アプリケーションの共 ○
有と注釈

○

○

ミーティングの開催
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クロスプラットフォームの機能

Windows

Mac OS X

Linux

ウェブコンテンツブラ ○
ウザの共有と注釈

○

○

デスクトップの共有と ○
注釈

○

○

ドキュメントとホワイ ○
トボードの共有と注釈

○

○

ウェブコンテンツの共 ○
有

○

○

デスクトップのリモー ○
トコントロール

○

○

アプリケーションのリ ○
モートコントロール

○

○

ウェブブラウザのリ
モートコントロール

○

○

○

デスクトップのリモー ○
トコントロール

○

○

Microsoft PowerPoint ア ○
ニメーションおよびト
ランジション

表示のみ

表示のみ

プレゼンテーションの ○
自動再生

○

○

プレゼンテーションの ○
自動進行

○

○

チャット

○

○

○

高品質ビデオ

○

○

表示のみ

高精細ビデオ

○

○

×

高精細ビデオ対応のフ ○
ルスクリーンビデオ

○

×

アクティブスピーカー ○
切り替えビデオ

○

○
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クロスプラットフォームの機能

Windows

Mac OS X

Linux

GPU にビデオ処理をオ ○
フロードする

○

×

ビデオ送信時のセルフ ○
ビュー

○

×

WebEx 音声

○

○

○

Cisco Unified
MeetingPlace バージョ
ン 8.x 音声

○

○

○

サードパーティの音声 ○
(TSP)

○

○

パーソナル会議

○

○

○

統合型インターネット ○
電話 (VoIP)

○

○

クライアント側での録 ○
画 (WRF)

×

×

ネットワーク録画
(ARF)

○

○

○

スタンドアロンの再生 ○
(WRF/ARF)

○

×

ブラウザでの再生
(WRF/ARF)

○

○

○

録画の編集 (WRF)

○

×

×

投票

○

○

○

印刷

○

×

×
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クロスプラットフォームの機能

Windows

Mac OS X

Linux

ファイル転送 (基本的 基本転送および高度転 基本のみ
な転送:別ウィンドウ中 送
で転送したいファイル
を選択、アップロード
し、出席者がそのファ
イルをダウンロードし
ます。高度な転送:他の
人のコンピュータ上に
あるファイルまたは
フォルダを転送しま
す。)

基本のみ

メモおよびクローズド ○
キャプション

○

○

カスタマイズされた情 ○
報タブ

×

×

32-bit および 64-bit 版
Microsoft Outlook 連携

○

×

×

Windows

Mac OS X

Linux

イベントの開催

○

○

○

イベントへの出席

○

○

○

主催者に先行した電話 ○
会議への参加

○

○

クイックスタートタブ ○
(参加者のための招待と
催促)

○

×

出席者の準備インジ
ケータ

○

×

Event Center

×
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Windows

Mac OS X

Linux

○
Power Panels (コント
ロールを使用して、出
席者にはフルスクリー
ンで表示しながら、そ
の画面の後ろでミー
ティングのアクティビ
ティを管理します)

○

×

パネリスト

○

○

○

Q&A

○

○

○

アプリケーションの共 ○
有と注釈

○

○

ウェブコンテンツブラ ○
ウザの共有と注釈

○

○

デスクトップの共有と ○
注釈

○

○

ドキュメントとホワイ ○
トボードの共有と注釈

○

○

ウェブコンテンツの共 ○
有

○

○

Microsoft PowerPoint ア ○
ニメーションおよびト
ランジション

表示のみ

表示のみ

プレゼンテーションの ○
自動再生

○

○

プレゼンテーションの ○
自動進行

○

○

チャット

○

○

○

高品質ビデオ

○

○

表示のみ

高精細ビデオ

×

×

×

高精細ビデオ対応のフ ○
ルスクリーンビデオ

○

○
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Windows

Mac OS X

Linux

アクティブスピーカー ○
切り替えビデオ

○

○

GPU にビデオ処理をオ ×
フロードする

×

×

ビデオ送信時のセルフ ○
ビュー

○

×

WebEx 音声

○

○

○

Cisco Unified
MeetingPlace バージョ
ン 8.x 音声

○

×

×

サードパーティの音声 ○
(TSP)

×

×

統合型インターネット ○
電話 (VoIP)

○

○

クライアント側での録 ○
画 (WRF)

×

×

ネットワーク録画
(ARF)

○

○

○

スタンドアロンの再生 ○
(WRF/ARF)

○

×

ブラウザでの再生
(WRF/ARF)

○

○

○

録画の編集 (WRF)

○

×

×

投票

○

○

○

印刷

○

×

×
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Windows

Mac OS X

Linux

ファイル転送 (基本的 基本転送および高度転 基本のみ
な転送:別ウィンドウ中 送
で転送したいファイル
を選択、アップロード
し、出席者がそのファ
イルをダウンロードし
ます。高度な転送:他の
人のコンピュータ上に
あるファイルまたは
フォルダを転送しま
す。)

基本のみ

カスタマイズされた情 ○
報タブ

×

×

32-bit および 64-bit 版
Microsoft Outlook 連携

○

×

×

Windows

Mac OS X

Linux

サポートセッションの ○
開催

○

○

サポートセッションへ ○
の出席

○

○

セッションの録画

○

×

×

リモートコンピュータ ○
へのアクセス

○

○

デスクトップの共有と ○
注釈

○

○

ファイル共有と注釈

○

×

×

ウェブコンテンツの共 ○
有 (顧客サービス担当
者)

×

×

ウェブコンテンツの表 ○
示 (顧客)

○

×

Support Center
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Windows

Mac OS X

Linux

リモート印刷

○

×

×

チャット

○

○

○

リモートコンピュータ ○
の再起動と再接続
(セーフモード)

×

×

ユーザーのシステム情 ○
報の表示

制限あり

制限あり

別のユーザーとしてロ ○
グオン

×

×

高品質ビデオ

○

×

×

高精細ビデオ

×

×

×

高精細ビデオ対応のフ 対応するがサムネイル ×
ルスクリーンビデオ
なし

×

アクティブスピーカー ×
切り替えビデオ

×

×

GPU にビデオ処理をオ ×
フロードする

×

×

ビデオ送信時のセルフ ×
ビュー

×

×

WebEx 音声

○

○

○

Cisco Unified
MeetingPlace バージョ
ン 8.x 音声

×

×

×

サードパーティの音声 ×
(TSP)

×

×

クライアント側での録 ○
画 (WRF)

×

×

ネットワーク録画
(ARF)

○

○

○
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Windows

Mac OS X

Linux

スタンドアロンの再生 ○
(WRF/ARF)

○

×

ブラウザでの再生
(WRF/ARF)

○

○

○

録画の編集 (WRF)

○

×

×

統合型インターネット ○
電話 (VoIP)

○

○

ファイル転送 (基本的 基本転送および高度転 基本のみ
な転送:別ウィンドウ中 送
で転送したいファイル
を選択、アップロード
し、出席者がそのファ
イルをダウンロードし
ます。高度な転送:他の
人のコンピュータ上に
あるファイルまたは
フォルダを転送しま
す。)

基本のみ

Training Center
Windows

Mac OS X

Linux

トレーニングセッショ ○
ンの開催

○

○

トレーニングセッショ ○
ンへの出席

○

○

主催者に先行した電話 ○
会議への参加

○

○

出席者の準備インジ
ケータ

○

○

○

ブレイクアウトセッ
ション

○

○

○

ハンズオンラボのセッ ○
ション

○

×
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Windows

Mac OS X

Linux

○

○

○

クイックスタートタブ ○
(参加者のための招待と
催促)

○

×

○
Power Panels (コント
ロールを使用して、出
席者にはフルスクリー
ンで表示しながら、そ
の画面の後ろでミー
ティングのアクティビ
ティを管理します)

○

×

アプリケーションの共 ○
有と注釈

○

○

ウェブコンテンツブラ ○
ウザの共有と注釈

○

○

デスクトップの共有と ○
注釈

○

○

ドキュメントとホワイ ○
トボードの共有と注釈

○

○

デスクトップ共有

○

○

○

アプリケーションのリ ○
モートコントロール

○

○

ドキュメントとホワイ ○
トボードの共有と注釈

○

○

Microsoft PowerPoint ア ○
ニメーションおよびト
ランジション

表示のみ

表示のみ

プレゼンテーションの ×
自動再生

×

×

チャット

○

○

○

高品質ビデオ

○

○

表示のみ

Q&A
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Windows

Mac OS X

Linux

○

○

×

高精細ビデオ対応のフ ○
ルスクリーンビデオ

○

×

アクティブスピーカー ○
切り替えビデオ

○

○

GPU にビデオ処理をオ ×
フロードする

×

×

ビデオ送信時のセルフ ○
ビュー

○

×

WebEx 音声

○

○

○

Cisco Unified
MeetingPlace バージョ
ン 8.x 音声

○

×

×

サードパーティの音声 ○
(TSP)

×

×

統合型インターネット ○
電話 (VoIP)

○

○

クライアント側での録 ○
画 (WRF)

×

×

ネットワーク録画
(ARF)

○

○

○

スタンドアロンの再生 ○
(WRF/ARF)

○

×

ブラウザでの再生
(WRF/ARF)

○

○

○

録画の編集 (WRF)

○

×

×

投票

○

○

○

オフラインの投票エ
ディタ

○

×

×

高精細ビデオ
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Windows

Mac OS X

Linux

別名保存タブ (ファイ
ル共有および投票)

○

○

×

印刷

○

×

×

ファイル転送 (基本的 基本のみ
な転送:別ウィンドウ中
で転送したいファイル
を選択、アップロード
し、出席者がそのファ
イルをダウンロードし
ます。高度な転送:他の
人のコンピュータ上に
あるファイルまたは
フォルダを転送しま
す。)

基本のみ

基本のみ

マルチメディアファイ ○
ル

○ (QuickTime)

×

フローティングアイコ ○
ントレイ

○

×

32-bit および 64-bit 版
Microsoft Outlook 連携

×

×

○

クロスプラットフォームの既知の問題と制限事項
この章では WebEx が対応するブラウザと OS の既知の問題と制限について説明します。その他の
既知の問題についての情報は、各サービスのリリースノートを参照してください。
Presentation Studio On Demand
• Presentation Studio は OpenSolaris および最新版の Linux ディストリビューションに対応しませ
ん。
Linux (64-bit) への対応
• 64-bit 版の Linux には標準対応していません。
• Firefox 64-bit 版には対応していません。
Microsoft Office 2010 への対応
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• UCF Toolkit は、64-bit 版の Microsoft Office 2010 に対応していません。
• Microsoft Office 2010 の新しいアニメーション、転換、3D グラフィックには対応していませ
ん。
• Microsoft Outlook 2010 64-bit は会社アドレス帳の WebEx 連絡先へのインポートに対応してい
ません。
Microsoft Office 2013 への対応
• コンピュータに Microsoft Office 2013 がインストールされている場合、PowerPoint 2013 ファ
イルの共有時には次の機能はサポートされません:
• アニメーションとトランジション
• 埋め込まれたビデオおよびオーディオファイル
• ノート専用パネルに表示される PowerPoint のメモ
• UCF Toolkit
• 情報タブがカスタマイズされている場合、カスタム要素には対応しない可能性があります。
WebEx ミーティングで適切に継続して表示されるかどうかを確認することをお勧めします。
• 一部の状況で次のエラーが発生します:
• スライド上のテキストと色が実際のものと微妙に異なる場合があります。
• 一部のグラフィック要素がスライドから消えることがあります。
• スライド上のフォントが多少ボケた感じになったり、実際のものと微妙に異なる場合が
あります。
• シェープのサイズが実際のものと微妙に異なる場合があります。
• 編集モードで PowerPoint プレゼンテーション中のオブジェクトが適切に表示されない場合、
スライドショー表示では自動的に削除されます。しかし WebEx ミーティングでそのような
ファイルが共有された場合に、オブジェクトがそのまま表示される場合があります。
• パスワードで保護された PowerPoint 2013 ファイルはファイル共有機能を使って共有すること
ができません。アプリケーション共有またはデスクトップ共有機能を使用してください。
• Windows 8 および 8.1 環境の Excel 2013 ファイルはファイル共有を使って共有することがで
きません。アプリケーション共有またはデスクトップ共有を使用してください。
• Windows 8 (64-bit) 環境の Word 2013 (64-bit) はファイル共有を使って共有することができませ
ん。アプリケーション共有またはデスクトップ共有を使用してください。
Windows 2000
Windows 2000 への対応はこのリリースを以って終了しました。Windows 2000 ユーザーはミーティ
ングに参加できますが、正常な動作は保証されません。
Mac OS
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• Mac OS X 10.5 以前のバージョンを使用するユーザーは WebEx ミーティングに接続すること
ができません。
• Mac PowerPC プラットフォームを使用するユーザーは WebEx ミーティングに接続すること
ができません。
• WebEx ネットワーク録画プレーヤーは、Mac 環境での録画の MP4 形式への変換に対応して
いません。
Firefox 4.0 以降
Windows OS は Firefox 4.0 (32-bit) のみ対応しています。
Citrix XenDesktop および XenApp
• 仮想デスクトップ環境の設計上の制限により、ビデオの送信はスムーズに機能しない場合が
あります。また、ミーティング中にビデオを送信すると、フレームレートが非常に遅くなる
場合があります。ビデオ送信中のユーザー体験に多少の影響を与えます。
• 仮想デスクトップ環境ではビデオファイルの一部は共有できません。
• ホスト OS が Mac OS である場合に、ウェブカメラとマイク (接続型および搭載型) が認識さ
れず、ミーティング中に使用できない場合があります。
• Remote Access および Access Anywhere には対応していません。OS の再起動後、Citrix プラッ
トフォームにより Remote Access および Access Anywhere エージェントが自動的に削除されて
しまうためです。
• 生産性向上ツールのユーザーは、ワンクリックミーティングを開始したり、Outlook からス
ケジュールされたミーティングを開始できません。
• 生産性向上ツールを XenApp 上で公開されたアプリとして使用する場合、ユーザーは、アプ
リを終了する前に生産性向上ツールアプリからログアウトする必要があります。さもない
と、セッション ID がサーバーから自動的にクリアされません。
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
ミーティングに Mac OS X 10.8 Mountain Lion 上で PAC プロキシを使って開始または参加しようと
すると、ミーティングアプリケーションがクラッシュします。これは Apple にレポート済みのオ
ペレーティングシステムのバグです (Apple バグレポート # 11844696)。この問題は Mac OS X 10.8.2
ビルドで修復されています。
Internet Explorer 10、11
デスクトップ上の Internet Explorer 10 の拡張保護モードはサポートされていません。このモードで
はプラグインフリーのブラウザ体験を提供するため、WebExアドオンが無効になり、さらにActiveX
と Java ダウンロードもできなくなります。ユーザーはこれまで通り、一時フォルダソリューショ
ン (TFS) を使ってミーティングに参加できます。あるいは、拡張保護モードをオフにすることで、
通常通りにミーティングに参加することもできます。
Windows 8 および 8.1
• ユーザーは、32-bit および 64-bit 版の Windows 8 および 8.1 環境の端末上では、32-bit および
64-bit 版の Excel ファイルを共有することができません。
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• ファイル共有で PDF を共有する場合は Adobe Reader が必要になります。
• 「プリンタドライバ」モードで Microsoft PowerPoint ファイルを共有すると、一部のコンテン
ツが表示されない場合があります。この場合は、標準の「UCF」モード、アプリケーション
共有、またはデスクトップ共有をお使いください。
• ファイル共有では、32-bit 版の Microsoft Office をお使いください。64-bit 版のワードには対
応していません。
• Windows 8 または 8.1 環境のプレゼンタがアプリケーションまたはデスクトップを共有する
場合に、他の参加者に、共有コンテンツの前面にパネルが開いている領域分だけ網目状の模
様が写されます。この問題はミーティングコントロールパネル、参加者パネル、チャットパ
ネル、共有インジケータなどでも発生します。Windows 8 または 8.1 環境のプレゼンタはで
きるだけパネルを閉じて他の参加者のビューの妨げをできるだけ排除してください。
• Windows 8 または 8.1 環境でリモートコンピュータに接続時、ローカルスクリーンは黒画面
になりません。
Windows 8.1 のみ
• 32-bit 版 Microsoft Office 2010 の Word ドキュメントでのファイル共有は Widnows 8.1 に対応
していません。アプリケーション共有かデスクトップ共有を使用してください。
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第

4

章

生産性向上ツール
これらのリリースノートでは生産性向上ツールの機能、対応バージョン、既知の問題、および制
限について説明します。
• 新機能, 67 ページ
• WebEx 生産性向上ツールの対応, 71 ページ
• Windows に関する既知の問題と制限, 78 ページ
• Mac に関する既知の問題と制限, 87 ページ

新機能
次の一覧では生産性向上ツールの新機能と強化についてリリースバージョン番号と共に掲載して
います。主要な更新が含まれないバージョンは一覧には含まれません。
WBS29.13.10
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングの生産性向上ツールの改善
WBS29.13.10 での CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングの生産性向上ツールの
強化は以下の通りです:
Windows 版の WebEx 生産性向上ツールの CMR Hybrid ミーティング用の 2 種類 (主催者用と出席
者用) のメールテンプレート対応が復活しました。WBS29.11 では 1 種類のテンプレートで両方対
応になっていました。
Windows 版では CMR Hybrid ユーザー用の [パーソナル会議ミーティングの追加]および [音声のみ
のミーティングの追加] ボタンのサポートが復活しました。
詳細は次を参照、生産性向上ツール
WBS29.13
WebEx 生産性向上ツール
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WebEx 生産性向上ツールサポートにいくつかの更新があります。詳細は次を参照、生産性向
上ツール
コンテンツビューの改善
• ミーティングウィンドウ内のコンテンツエリア上部に表示されるコンテンツビューのアイコ
ンが、横幅に合わせるからビューアに合わせるに変更され、画面共有(旧デスクトップ共有)、
ファイル共有、アプリケーション共有の最も一般的なオプションに簡単にアクセスできるよ
うになりました。既定ビューもビューアに合わせるになりました。ホワイトボード共有用に
横幅に合わせるのオプションは継続して残されています。
• ユーザーが手動で事前に別のオプションを選んでいる場合を除き、フルスクリーンビューが
コンテンツビューの既定ビューとなります。
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。
OS とブラウザ対応の更新
OS とブラウザへの対応が改善されました。詳細は、システム要件と機能サポートを参照してくだ
さい。
WBS29.11
Mac 版の WebEx 生産性向上ツール
Mac 版の WebEx 生産性向上ツールには、WebEx と Outlook を Mac 環境で使用するたの次のよう
な機能を持っています。
• Mac 版のユーザーインタフェースが新しくなりました。
• ユーザーは繰り返しミーティングをスケジュールしたり、ミーティングシリーズ中の例外的
なミーティングを作成したりすることができます。繰り返しミーティングシリーズに WebEx
ミーティングが追加されていない場合、ユーザーは繰り返しミーティングシリーズの一回分
のミーティングに WebEx ミーティングを追加することはできません。また、単一の繰り返
し CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングシリーズには対応していません。
• すべての音声オプションが WebEx スケジューリングに対応しています。これには他の電話
会議、Meeting Place 音声なども含まれます。
• 自分のミーティングのスケジューリング時に代理主催者を簡単に指名できるようになりまし
た。
• アシスタントが他のユーザーの代理としてスケジューリングができるようになりました。
• WebEx 標準 13 言語すべてに対応
• スクリーンリーダー対応とキーボードのアクセシビリティの改善が施されました。
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（注）

Mac バージョンの生産性向上ツールおよび HTML メール招待状は WebEx が有効な TelePresence
会議 (CMR Hybrid) に対応していません。
Windows 版の WebEx 生産性向上ツール
• 繰り返しミーティングシリーズ中の個々のミーティングに変更を加え、例外的なミーティン
グを作成することができます:
◦ 次の状況でミーティングシリーズの例外的ミーティングに対応します:
◦

• 繰り返しの WebEx ミーティング中の単一の WebEx ミーティングは削除することが
できます。
• 繰り返しの WebEx ミーティングの単一のミーティングの更新に対応しました。
• 繰り返しの WebEx ミーティングの単一のミーティングの削除に対応しました。

◦ 次の状況でミーティングシリーズの例外的ミーティングに対応していません:
◦

• 開始時刻と終了時刻が現在時刻より前の繰り返しのミーティングの一回分または
ミーティングシリーズの例外的ミーティングは編集に対応していません。
• 単一の繰り返し CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングシリーズ
には対応していません。
• Cisco Smart Scheduler は WebEx が有効なTelePresence (CMR Hybrid) ミーティングの
一回分のミーティングへの変更の追加には対応していません。
• 繰り返しミーティングシリーズに WebEx ミーティングが追加されていない場合、
ユーザーは繰り返しミーティングシリーズの一回分のミーティングに WebEx ミー
ティングを追加することはできません。

◦ ユーザーが主催者の代理として WebEx ミーティングをスケジュールすることを許可す
る機能が簡素化され、WebEx アカウントの委任の設定を指定するだけでよくなりまし
た。
◦ WBS29.11 以降、WebEx 生産性向上ツールからスケジュールされるミーティングのすべ
てのメール招待状テンプレートは、主催者と出席者の両方に同じ情報が提供される単一
のメールテンプレートが使用されていました。WBS29.13.10 以降、Windows 版の WebEx
生産性向上ツールは、WebEx- のみのミーティング、パーソナル会議室ミーティング、
音声のみミーティングで主催者と出席者に内容が異なる別々のメール招待状テンプレー
トが提供されます。しかし、CMR Hybrid ミーティングでは 1 つのメール招待状だけに
対応します。このため主催者と出席者は同じ招待状を受け取ります。

WBS29.8.1
WebEx ボールアイコン
WebEx ボールアイコンのデザインが一新されました。
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WBS29.8
Mac 版の WebEx 生産性向上ツール フェーズ 1
WebEx Center 用の Mac 版の WebEx 生産性向上ツールは WBS29.8 以降で利用できます。このバー
ジョンでは Mac OS 10.6 から 10.9 に対応します。Mac 環境の Microsoft Outlook での WebEx の使用
にとても便利です。これには次の機能が含まれます:
• 一回限りおよび繰り返しのミーティング、コラボレーション会議室 (CMR) 、そして一回限り
と繰り返すのトレーニングセッションのスケジューリングと更新。
• イベントのスケジューリングと更新。
• WebEx 音声が現在唯一対応する接続のタイプです。
• インスタントミーティングまたはトレーニングセッションを開始します。
• HTML メール招待状に対応しています。

（注）

Mac バージョンの生産性向上ツールおよび HTML メール招待状は WebEx が有効な TelePresence
会議 (CMR ハイブリッド)に対応していません。
Windows 版の WebEx 生産性向上ツール
• エラーレポート送信機能を使えば、簡単にすべての生産性向上ツールのログファイルをメー
ルに添付してサポートチームに送信することができます。
• HTML メール招待状に対応しています。
• Lync 2010 同様、Lync 2013 連携を使えば、ユーザーは WebEx ミーティングを開始してチャッ
トウィンドウを介して招待状を直接送信できます。
• 「WebEx ミーティング中」の状態がなくなりました。

•

• Lync の右クリックメニューから直接 WebEx ミーティングを開始する機能がなくなりま
した。
• WebEx が有効な TelePresence ミーティングに対応するサイトにおいて、マイ WebEx での
WebEx が有効な TelePresence ミーティングを一覧表示する機能の問題が解決しました。
WBS29
TelePresence 連携の対応
以下のユーザビリティ強化が行われ、WebEx 生産性向上ツールと Microsoft Outlook を使った と
WebEx Meeting Center と Cisco TelePresence 連携の WebEx が有効な TelePresence ミーティングのス
ケジューリングと開始がより便利になりました:
• ユーザーがはじめて WebEx が有効な TelePresence ミーティングを作成する際にヘルプバブル
とツールチップが表示される
• WebEx と TelePresence の連携ミーティングオプションパネルは閉じられています
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• WebEx が有効な TelePresence ミーティングをスケジュールして開くと、WebEx ミーティング
が追加されたかどうか、TelePresence 会議室が予約されたかどうか、およびビデオのコール
イン参加者が追加されたかどうかを示すインジケータが表示されます。
WebEx が有効な TelePresence ミーティングのスケジューリングに WebEx 生産性向上ツールを使用
するには、お使いのシステムが次の要件を満たす必要があります:
• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) バージョン 14.3.2
• Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) バージョ
ン 3.1

WebEx 生産性向上ツールの対応
Microsoft Outlook への対応
Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 2003
10.10
バージョ
ン/
Microsoft
Exchange
Server
バージョ
ン
Microsoft ○
Outlook
2000 SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2000

○

○

×

×

×

×

×

Microsoft ○
Outlook
XP SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

○

○

○

×

×

×

×
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Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 2003
10.10
バージョ
ン/
Microsoft
Exchange
Server
バージョ
ン
Microsoft ×
Outlook
XP SP3/
Microsoft
Exchange
Server
2003

○

○

○

×

×

×

×

Microsoft ×
Outlook
2003
SP1、
SP2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

○

○

○

○

×

×

×

Microsoft ×
Outlook
2007/
Microsoft
Exchange
Server
2003

○

○

○

○

○

○

×

Microsoft ×
Outlook
2010(32-bit
および
64-bit)/
Microsoft
Exchange
Server
2007
(WBS27.22
以降で対
応済み)

○

○

○

○

○

○

×
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Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 2003
10.10
バージョ
ン/
Microsoft
Exchange
Server
バージョ
ン
Microsoft ×
Outlook
2010
(32-bit お
よび
64-bit)/
Microsoft
Exchange
Server
2010

○

○

○

○

○

○

×

Microsoft ×
Outlook
2010
(32-bit お
よび
64-bit)/Microsoft
Office
365 ホス
ティング
型
Microsoft
Exchange
Server

○

○

○

○

○

○

×

Microsoft ×
Outlook
2013 およ
び
Microsoft
Outlook
2013 SP1
/
Microsoft
Exchange
2013

×

×

×

○

○

○

×
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Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS
Outlook
2000
XP SP2
Server
Vista
7
8
8.1
10.6 2003
10.10
バージョ
ン/
Microsoft
Exchange
Server
バージョ
ン
Microsoft Outlook
Mac 2011
バージョ
ン14.x

-

-

-

-

-

-

○

IBM Lotus Notes への対応
IBM Lotus Windows
Notes バー 2000
ジョン/
Domino
Server バー
ジョン

Windows
XP SP2

Windows
Windows
Server 2003 Vista

Windows 7 Windows 8 Windows
8.1

IBM Lotus ○
Notes/Domino
Server
6.5.3, 6.5.4,
6.5.5, 7.0.0,
7.0.1, 7.0.2

○

○

×

×

×

×

IBM Lotus ×
Notes/Domino
Server
8.0.0, 8.0.1

○

○

○

○

○

○

IBM Lotus ×
Notes 8.5
(32-bit の
Notes)/
Domino
Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
(WBS28 以
降対応)

○

○

○

○

○

○
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IBM Lotus Windows
Notes バー 2000
ジョン/
Domino
Server バー
ジョン

Windows
XP SP2

Windows
Windows
Server 2003 Vista

Windows 7 Windows 8 Windows
8.1

IBM Lotus ○
Notes 9.0
(32-bit)/
Domino
Server 9.0
(WBS29.3
以降で対
応済み)

○

○

○

○

○

○

インスタントメッセンジャへの対応
Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows 8 およ
び 8.1

Yahoo メッセ ○
ンジャ 7.0-8.3,
9.0, 10

○

○

○

×

AIM
○
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

○

○

○

×

Skype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

○

○

○

○

×

Google Talk
○
1.0.0.105、最新
バージョン

○

○

○

×

IBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

○

○

○

○

○

IBM Lotus
○
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(Lotus Notes 組
み込み型)

○

○

○

○

インスタント
メッセンジャ
の名称とバー
ジョン

Windows XP
SP2
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Windows Server Windows Vista
2003

Windows 7

Windows 8 およ
び 8.1

Microsoft Office ○
Communicator
2005, 2007

○

○

○

×

Microsoft Office ○
Communicator
2007 R2

○

○

○

○

Windows
○
Messenger 2009

○

○

○

×

Windows
Messenger 4.7

○

○

×

×

×

MSN Messenger ○
5.1-8.5

○

○

○

×

Microsoft Lync
Communicator

○

○

○

○

インスタント
メッセンジャ
の名称とバー
ジョン

Windows XP
SP2

×

Microsoft Office への対応
Microsoft Windows
Office バー 2000
ジョン

Windows
XP SP2

Windows
Windows
Server 2003 Vista

Windows 7 Windows 8 Windows
8.1

Microsoft ○
Office 2000

○

○

×

×

×

×

Microsoft ○
Office XP,
2003, 2007

○

○

○

○

○

×

Microsoft ○
Office 2010
(32-bit お
よび
64-bit)
(WBS27.22
EP4 以降
で対応済
み)

○

○

○

○

○

○

Microsoft ×
Office 2013

×

×

×

○

○

○
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対応ブラウザ
ブラウザの
名称とバー
ジョン

Windows
2000

Windows XP Windows
SP2
Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Microsoft
Internet
Explorer 6.0

○

○

×

×

×

×

Microsoft
Internet
Explorer 7.0

○

○

○

×

×

×

Microsoft
Internet
Explorer 8.0

○

○

○

○

×

×

Microsoft
Internet
Explorer 9.0

○

○

○

○

×

×

Microsoft
×
Internet
Explorer 10.0

×

×

×

○

○

Microsoft
×
Internet
Explorer 11.0

×

×

×

○

○

Mozilla
Firefox 3-10

○

○

○

○

-

-

Mozilla
×
Firefox 17
(WBS28.0 以
降対応)

○

×

○

○

○

Citrix 対応 (WBS26.45 - WBS28)
Citrix バージョン

Microsoft Outlook 2010 連携

Lotus Notes 8.5.3 連携

Citrix XenDesktop 5.5

○

○

Citrix XenDesktop 5.6 (WBS28.4 ○
以降対応)

○

Citrix XenApp Share Desktop 6.0 ○

○

Citrix XenApp Share Desktop 6.5 ○
(WBS28.4 以降対応)

○
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Windows に関する既知の問題と制限
ここに記載されている問題は、一部例外を除き、すべての WebEx サービスが対象です。
メール招待状のテンプレート
WBS28.12.2 から WBS29.13 への更新で生産性向上ツールの招待状メールのテンプレートに変更が
加えられました:
• WBS28.9 ~ WBS28.12.27—CMR Hybrid がサイトで有効になっていない場合に WebEx のみ、
パーソナル会議、音声のみのミーティングの Windows 版 WebEx 生産性向上ツールの 2 つの
メール招待状テンプレートがありました。主催者キーと主催者アクセスコードが含まれた主
催者用とこれらの情報が含まれていない出席者用です。CMR Hybrid がサイトで有効になっ
ている場合、WebEx のみ、パーソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミー
ティングのメール招待状テンプレートは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者
キーおよびアクセスコードは含まれていない出席者用のものとなります。
• WBS29.11 ~ WBS29.13.2—CMR Hybrid がサイトで有効になっている場合、WebEx のみ、パー
ソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミーティングのメール招待状テンプレー
トは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者キーおよびアクセスコードは含まれ
ていない出席者用のものとなります。
• WBS29.13.10—パーソナル会議、音声のみのミーティングの Windows 版 WebEx 生産性向上
ツールの 2 つのメール招待状テンプレートが再度利用可能になりました。主催者キーと主催
者アクセスコードが含まれた主催者用とこれらの情報が含まれていない出席者用です。CMR
Hybrid ミーティングでは引き続き 1 つのメール招待状テンプレートのみ対応し、主催者キー
とアクセスコードが含まれない出席者用のものが提供されます。
• WBS29.8 ~ WBS29.13.10—Mac 版の WebEx 生産性向上ツールでは、CMR Hybrid ミーティン
グ、WebEx のみ、パーソナル会議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミーティングの
メール招待状テンプレートは 1 つだけとなります。このテンプレートには主催者キーおよび
アクセスコードは含まれていない出席者用のものとなります。
Mac 版の WebEx 生産性向上ツールでは引き続き単一のメールテンプレートが使用されます。この
ため、主催者が WBS29.13 以降の Windows 版の WebEx 生産性向上ツールにより生成された古い
ミーティングを編集すると、Mac 版の単一メールテンプレートの制限により、新しい内容は、主
催者と出席者の両方向けの統合型メールテンプレートが使用され、生成されます。
さらに、主催者が WebEx ミーティングを Microsoft Outlook の「転送」コマンドで転送した場合、
Windows 生産性向上ツールは主催者による転送を認識しないため、主催者用のメール招待状の代
わりに出席者用のものを送信します。
一部の複雑じゃ状況でもし主催者がミーティングシリーズの例外的なミーティングを中止し、ミー
ティングシリーズを編集すると、出席者に送信される中止の通知には、ミーティングが中止になっ
たために WebEx ミーティング情報が記載されるべきではないのに、更新されたミーティングシ
リーズの情報が含まれる場合があります。
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繰り返しミーティングの対応
繰り返しミーティングシリーズに WebEx ミーティングが追加されていない場合、ユーザーは繰り
返しミーティングシリーズの一回分のミーティングに WebEx ミーティングを追加することはでき
ません。また、単一の繰り返し CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングシリーズ
には対応していません。CMR hybrid ミーティングの繰り返しミーティングの制限についての詳細
は、CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携の問題を確認してください。
生産性向上ツールのサイレントインストールおよび大量展開
管理者がサイトの生産性向上ツールのサイレントインストールまたは大量展開を実施すると、サ
イト上のユーザーは WebEx 設定ダイアログのツールパネルの設定を編集することができなくなり
ます。さらに、サイレントインストールでは、サイト管理ツールの生産性向上ツールの一部の設
定が無効になります。
WebEx 生産性向上ツールの大量一斉展開インストールを実施した顧客は新しいバージョンをお試
しください。最新版の大量一斉展開を行う前にサイレントアンインストールを行ってください。
一部のサイレントアップグレードにおいて、コントロールパネル上の生産性向上ツールの反映が
適切に行われません。この問題により生産性向上ツールの機能が影響することはありません。今
後のリリースで修正されます。
生産性向上ツールのサイレントインストールおよび大量展開の詳細については、IT 管理者ガイド
用 WebEx 生産性向上ツールの大量展開を参照してください。
WebEx 生産性向上ツールパネルのアドレスボタン
Microsoft Outlook アドレス帳からメールアドレスの選択が可能な WebEx 生産性ツールパネルのア
ドレスボタンは 64-bit バージョンの Microsoft Outlook には対応していません。
Lync 2013 のサポート
• Lync 2013 は生産性向上ツールによるユーザー状態の変更を許可しないため、また Lync の右
クリックメニューへの WebEx メニューの埋め込みがなくなったため、Lync 2013 へのサポー
トは限定的なものとなります。
• Lync は CMR Cloud ミーティングに対応していません。
WebEx Center と WebEx 録画サービスにより生成されるリンク
セキュリティ強化のアップデートにともない、Cisco は、WebEx Meeting Center、Training Center、
Support Center、Event Center、WebEx 録画サービスで使用される暗号化キー管理を改善するための
変更を行います。この変更により、これらのサービスにより生成された既存のリンクは更新され、
場合により新しいリンクのリクエスト申請が必要になるかもしれません。
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングの WebEx を使っての参加オプションは常
にチェックが入っていません
WBS29 以降、WebEx ミーティングでの「ユーザーが WebEx を使って参加することを許可する」
オプションは既定でチェックが入らなくなりました。これは変更可能です。チェックを入れる場
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合は、新しいミーティングをスケジュールする度にオンにする必要があります。このビヘイビア
は、このオプションをいったん有効にすると、それ以降のミーティングで自動的に有効になると
いう、以前の (WBS28) ビヘイビアと異なります。
シングルサインオンが有効なアカウントでのログイン
Internet Explorer 6 またはそれ以降を使用するユーザーおよびシングルサインオン (SSO) アカウン
ト経由で WebEx 生産性向上ツールへのログインが必要なユーザーで、かつシングルサインオン
IdP が Internet Explorer 6 以降に互換性がない場合にログイン時に問題が発生する場合があります。
クロスプラットフォーム対応
生産性向上ツールは、Microsoft Windows プラットフォームでのみ利用できます; Mac、Linux、
Unix、および Solaris プラットフォームでは利用できません。
Microsoft Outlook 連携
• 繰り返される WebEx ミーティングの 1 回分を削除またはスケジュール変更した場合、WebEx
サービスサイトでミーティング情報が更新されません。ただし、主催者および出席者のOutlook
カレンダーには、削除またはスケジュール変更されたミーティングは正しく表示されます。
• Outlook 連携を使用してスケジュールされた繰り返される WebEx ミーティングに対して、出
席者の登録を有効にすることができません。
• Outlook 連携中に使用されるテンプレートで [エントリ時に出席者をミュート ] オプションが
有効であっても、出席者がセッションに参加する時にサウンドが鳴ります。
• Outlook ソフトウェアのタイムゾーン設定が WebEx サイトと異なる場合、Outlook 連携を使
用してスケジュールされた WebEx ミーティングは WebEx サイトで正しく表示されません。
ただし、主催者および出席者の Outlook カレンダーには、ミーティングスケジュールのタイ
ムゾーンは正しく表示されます。
• Outlook 連携を使用してスケジュールされた Training Center ミーティングには、次の制限事項
があります。
• [許可されたユーザーだけに表示] を指定することはできません。
• ハンズオンラボコンピュータを予約することはできません。
• 登録終了日および最大登録者数を指定することはできません。
• 出席者をプレゼンタとしてトレーニングセッションに招待することはできません。
• 出席者の権限を割り当てることはできません。
• 異なるイベントが発生したときに送信するメールメッセージのタイプを編集することは
できません。
• テストおよびコースの教材を追加することはできません。
• 繰り返される Training Center セッションで、主催者より前にミーティングに参加するオ
プションを使用することはできません。
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• Outlook 連携を使用してスケジュールされた Event Center ミーティングには、次の制限事項が
あります。
• プログラムを割り当てることはできません。
• 複数のタイムゾーンを 1 つのイベントに割り当てることはできません。
• 主催者またはプレゼンタの画像のアップロード、イベント資料のアップロード、UCF 自
動再生オプションなどのイベントのオプションを追加することはできません。
• プレゼンタおよびパネリストを追加することはできません。
• イベントのメールテンプレートオプションを編集することはできません。
• 繰り返される Event Center セッションで、主催者より前にミーティングに参加するオプ
ションを使用することはできません。
• Microsoft Outlook を使用してミーティングをスケジュールし、WebEx サービスサイト上でそ
のミーティング情報を変更した場合、その変更は Outlook 上では適用されません。
• Outlook で複数のミーティングを選択し、それらを同時に削除または移動したとしても、そ
の変更は WebEx サービスサイト上では適用されません。
• 既存のミーティングをコピーして Outlook で新しいミーティングをスケジュールする場合、
新しいミーティングは WebEx サービスサイト上で作成されません。代わりに、オリジナル
ミーティングとコピーされたミーティングの両方で同じ WebEx ミーティングリンクが表示
されます。
• Outlook 連携を使ってスケジュールされた音声のみのミーティングのための出席者のアクセ
ス番号 (傍受のみ) は表示されません。
• Microsoft Outlook 2010 64-bit は会社アドレス帳の WebEx 連絡先へのインポートに対応してい
ません。
Lotus Notes 連携
• Lotus Notes 連携を使用して WebEx ミーティングをスケジュールするときに、TSP テレフォ
ニーを指定することはできません。
• WebEx Lotus Notes 連携では、各ユーザーの Domino データベースでスクリプトが挿入されて
いる必要があります。その結果、「Editor」権限を持つ Notes ユーザーは、[サポート] ページ
から入手できる MSI を実行するだけで Lotus Notes 連携をインストールすることはできませ
ん。「Editor」権限を持つ Lotus Notes ユーザーの場合、Domino 管理者は、WebEx Lotus Notes
連携管理ツールを使用して、WebEx スクリプトを Notes データベースに挿入する必要があり
ます。
• Lotus Notes 連携 MSI ファイルを使用して、「Manager」および「Designer」権限を持つ Lotus
Notes ユーザーのみが WebEx Lotus Notes 連携をインストールできます。
• 繰り返される WebEx ミーティングの 1 回分を削除またはスケジュール変更した場合、WebEx
サービスサイトでミーティング情報が更新されません。ただし、主催者および出席者の Lotus
Notes カレンダーには、繰り返されるミーティングは正しく表示されます。
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• 繰り返される WebEx ミーティングが Lotus Notes カレンダーで隔週 (2 週間ごと、3 週間ごと
など) で繰り返されるようにスケジュールされると、繰り返されるミーティングは隔週では
なく毎週発生するものとしてスケジュールされているように WebEx サービスサイトで表示
されます。ただし、主催者および出席者の Lotus Notes カレンダーには、繰り返されるミー
ティングは正しく表示されます。
• Lotus Notes 連携を使用してスケジュールされた繰り返される WebEx ミーティングに対して、
出席者の登録を有効にすることができません。
• Lotus Notes 連携中に使用されるテンプレートで [エントリ時に出席者をミュート] オプション
が有効であっても、出席者がセッションに参加する時にサウンドが鳴ります。
• Lotus Notes クライアントのタイムゾーン設定が WebEx サービスサイトと異なる場合、Lotus
Notes 連携を使用してスケジュールされた WebEx ミーティングは WebEx サービスサイトで
正しく表示されません。ただし、主催者および出席者の Lotus Notes カレンダーには、ミー
ティングスケジュールのタイムゾーンは正しく表示されます。
• Lotus Notes 連携はメールテンプレートを使用しないため、Lotus Notes 連携を使用してスケ
ジュールされた WebEx ミーティングの主催者および出席者のメール招待状の内容を設定す
ることはできません。
• Lotus Notes 連携を使用してスケジュールされた Training Center ミーティングには、次の制限
事項があります。
• [許可されたユーザーだけに表示] を指定することはできません。
• ハンズオンラボコンピュータを予約することはできません。
• 登録終了日および最大登録者数を指定することはできません。
• 出席者をプレゼンタとしてトレーニングセッションに招待することはできません。
• 出席者の権限を割り当てることはできません。
• 異なるイベントが発生したときに送信するメールメッセージのタイプを編集することは
できません。
• テストおよびコースの教材を追加することはできません。
• 繰り返される Training Center セッションで、開始時刻より前にミーティングに参加する
オプションを使用することはできません。
• Lotus Notes 連携を使用してスケジュールされた Event Center ミーティングには、次の制限事
項があります。
• プログラムを割り当てることはできません。
• 複数のタイムゾーンを 1 つのイベントに割り当てることはできません。
• 主催者またはプレゼンタの画像のアップロード、イベント資料のアップロード、UCF 自
動再生オプションなどのイベントのオプションを追加することはできません。
• プレゼンタおよびパネリストを追加することはできません。
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• イベントのメールテンプレートオプションを編集することはできません。
• 繰り返される Event Center セッションで、開始時刻より前にミーティングに参加するオ
プションを使用することはできません。
• Lotus Notes を使用してミーティングをスケジュールし、WebEx サイト上でそのミーティング
情報を変更した場合、その変更は Lotus Notes 上では適用されません。
• Lotus Notes で複数のミーティングを選択し、それらを同時に削除または移動したとしても、
その変更は WebEx サービスサイト上では適用されません。
• 既存のミーティングをコピーして Lotus Notes で新しいミーティングをスケジュールする場
合、新しいミーティングは WebEx サイト上で作成されません。代わりに、オリジナルミー
ティングとコピーされたミーティングの両方で同じ WebEx ミーティングリンクが表示され
ます。
• Outlook 連携を使ってスケジュールされた音声のみのミーティングのための出席者のアクセ
ス番号 (傍受のみ) は表示されません。
• 主催者がすでにスケジュール済みの Lotus Notes 連携のミーティングを編集し、出席者を追加
した場合は、出席者情報は WebEx サービスサイトに掲載されません。結果として出席者に
とって、このミーティングはあなたが招待されている WebEx ミーティング一覧には表示さ
れません。
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携の問題
CMR Hybrid の WebEx と TelePresence の連携には次の問題点があります:
• CMR Hybrid ミーティングをスケジュールする
管理者がお使いの WebEx サイトで TelePresence 連携をオンにしている場合、Windows 版の
Microsoft Outlook で CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングをスケジュール
できます。このオプションは、TelePresence 連携がオンになっているサイトでのみ利用でき
ます。このオプションを有効にすると生産性向上ツールのアップグレードが必要になる場合
があります。新しいインタフェースを有効にするには、Outlook をいったん閉じ、再び起動
してください。WBS29 以降、CMR Hybrid ミーティングは前回のミーティングで有効にして
も、今回また無効になります。ユーザーが WebEx を使って参加することを許可する場合、
CMR Hybrid ミーティングで毎回チェックボックスにチェックを入れる必要があります。
• リソースを追加する
Outlook から WebEx ミーティングをスケジュールする場合に、TelePresece リソースを追加し
ても、あるいは追加のダイヤルインポートを追加しても、WebEx と TelePresence の連携ミー
ティングは自動的にスケジュールされます。これらのリソースを含めない場合は、WebEx の
みのミーティングとなります。状態インジケータ (緑のチェックマーク) は、あなたが
TelePresence ミーティングを予定にいれたことを示します (これらのリソースが適切に追加さ
れた場合に限ります)。
• CMR Hybrid ミーティング用のメール招待状テンプレート
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CMR Hybrid ミーティングでは引き続き 1 つのメール招待状テンプレートのみ対応し、主催
者キーとアクセスコードが含まれない出席者用のものが提供されます。主催者キーおよび主
催者アクセスコードを表示するには、CMR Hybrid ミーティング主催者が WebEx サイトにロ
グインしてミーティング情報ページを見るか、または WebEx 生産性向上ツールから WebEx
サイトにログインし、アドバンスト WebEx 設定ダイアログボックスで情報を表示します。
生産性向上ツールでのメールテンプレート対応についての詳細については、Windows の既知
の問題/制限の前に、「メール招待状のテンプレート」の章を参照してください。
Windows バージョンの生産性向上ツールの CMR Hybrid ミーティングは HTML メール招待状
を送信できません。メール招待状はプレーンテキスト形式のみに対応しています。
WebEx が有効な CMR Hybrid ミーティング用の生産性向上ツールのメールテンプレートに
は、音声のみの発信者がモバイル端末からこのオプションを選択することでミーティングの
音声だけに参加できるよう「%ConfCallParticipant%」の変数は含まれません。その代わり、
モバイル端末のユーザー (データ通信と音声回線の同時接続が可能であること) は、[WebEx
ミーティングに参加] のリンクまたは招待状内にある URL、および CMR Hybrid ミーティン
グに、Cisco WebEx Meetings モバイルアプリを使って、音声、双方向ビデオ、データとコン
テンツの共有を行います。モバイル端末でコールを受けるか、または手動でコールイン番号
にダイヤルし、さらに招待状内にあるミーテング ID 番号またはアクセスコードをダイヤル
します。
• タイムゾーンおよび夏時間
WebEx のタイムゾーンと Cisco TelePresence Management スイートのタイムゾーンは一致して
いないといけません。さもないと、ミーティングの時刻が同期されません。WebEx サイトと
Cisco TelePresence Management スイート間の夏時間の変更を行うと、ミーティングのスケ
ジュール時刻が 1 時間前倒しになる可能性があるため、再スケジュールする必要がありま
す。ミーティングシリーズの一部のミーティングで夏時間が開始される前に行われるミー
ティングでこの問題が発生する場合、2 つのミーティングシリーズを作成し、一方は夏時間
が開始する前に終了するミーティングシリーズ、もう一方は夏時間が開始された後に開始す
るミーティングシリーズを設定します。
• 繰り返しのミーティングシリーズの例外ミーティング
以下は CMR Hybrid ミーティングと生産性向上ツールを使った繰り返しミーティングシリー
ズの例外ミーティングの問題です:
• CMR Hybrid ミーティングの繰り返しミーティングシリーズの例外ミーティングは
WBS29.13 にはまだ対応していません。ユーザーが生産性向上ツールを使ってスケジュー
リングを行うと、(未対応の編集オプションが無効になる、メール招待状にエラーメッ
セージが表示される) などの警告が表示されます。
• WebEx ミーティングアプリケーションおよび TelePresence 端末からは、例え通常のミー
ティングシリーズの例外ミーティングが作成されたとしても、同じ CMR Hybrid ミー
ティングに参加することができます。WebEx は単独の例外ミーティングには対応してい
ません。例えば WebEx にミーティングシリーズの一回限りのミーティングを追加する、
などです。
• 主催者は例外ミーティングが含まれていない CMR ミーティングシリーズの次の項目を
編集することが可能ですWebEx の (代理主催者、音声オプション、WebEx ミーティング
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パスワード) などの特殊なプロパティ、Microsoft Outlookの (件名、出席者) などの共通の
プロパティ、そして TelePresence プロパティなどがあります。
• CMR Hybrid の繰り返しのミーティングシリーズに例外ミーティングが追加されると、
次の条件が追加されます:
• Outlook の共通プロパティは、例外ミーティングとミーティングシリーズの両方に
対して編集することができます。
• TelePresence プロパティは例外ミーティングおよびミーティングシリーズのどちら
でも編集に対応していません。(TelePresence 設定の編集パネルは無効になっていま
す。)
• WebEx の特殊なプロパティは、例外ミーティングとミーティングシリーズのいず
れに対しても編集することができません。
• WebEx のみのミーティングシリーズに例外ミーティングがある場合に、TelePresence を
追加することはできません。
• 以前のリリースとは異なり、CMR Hybrid ユーザーは、WBS 29.11.3 以降では、次の機能
を利用することができません:
• CMR Hybrid ユーザーは、TelePresence プロパティおよび WebEx の特殊プロパティ
を、例外ミーティングがある CMR Hybrid シリーズで編集する権限がありません。
• CMR Hybrid ユーザーは例外ミーティングがあるシリーズから TelePresence および
WebEx エントリを追加したり削除するための権限がありません
• WBS29.13 でリリースされた Mac 版の生産性向上ツールには、似通ったミーティングシ
リーズに似通った制限があります。
• Cisco Unified MeetingPlace Audio
WebEx と Cisco TelePresence の連携に対応するバージョンの WebEx 生産性向上ツールは Cisco
Unified MeetingPlace Audio をサポートしていません。お使いのコンピュータに Cisco Unified
MeetingPlace 生産性向上ツールがインストールされており、WebEx または TSP 音声を使って
WebEx と TelePresence の連携ミーティングを頻繁にスケジュールする場合は、Cisco TelePresence
Management Suite (TMS) の Smart Scheduler を使ってスケジュールしてください。お使いのコ
ンピュータに 2 つのバージョンの WebEx 生産性向上ツールをインストールすることはでき
ません。
• 電話サービスプロバイダ (TSP) 音声
一部の電話サービスプロバイダ (TSP) の音声アカウントで、TSP アカウントを持つ主催者が
隣接した 2 つの CMR Hybrid または CMR Cloud ミーティングをスケジュールした場合、1 つ
目が終了した後すぐに開始される 2 つ目が開始され、さらに TelePresence のスケジューリン
グシステムが自動的に 1 つ目のミーティングの終了時間を延長した場合、2 つ目のミーティ
ングは自動的に終了されます。これは、同じ TSP 音声アカウントを同時に 2 つのミーティン
グで使用することができないためです。この問題を解決するには、主催者に 2 つ TSP 音声ア
カウントと主催者アクセスコードがあり、一つのアカウントを最初のミーティング、もう一
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つのアカウントを 2 つ目のミーティングに使用します。別の方法としては、管理者が
TelePresence システムによるミーティングの自動延長を無効にすることです。
• Microsoft Office 365、Microsoft Outlook 2010、および Windows 8 と 8.1 のサポート
CMR Hybrid 連携が有効になっている WebEx サイトでは、Microsoft Office 365、Microsoft
Outlook 2010、および Windows 8 と 8.1 に対応させるには、最新版の Cisco TelePresence
Management Suite (Cisco TMS) および Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft
Exchange (Cisco TMSXE) が有効になっている必要があります。詳細は「Cisco TelePresence
Management Suite (TMS) 設定ガイド」ページの「Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR)
Hybrid 設定ガイド」の「Cisco WebEx 機能と注意点」章の前提条件を確認してください。
• インスタントミーティングとパーソナル会議ミーティング
インスタント CMR Hybrid ミーティングを開始することはできませんが、CMR Hybrid ミー
ティングはスケジュールだけすること可能です。CMR Hybrid ユーザーがインスタントミー
ティングを開始する場合、WebEx のみのミーティングとなり、TelePresence 連携は含まれま
せん。
WBS29.11 以降、「今すぐミーティング」で開始されるインスタントミーティング (旧ワンク
リック) は既定によりパーソナル会議内で開催されます。このオプションは「基本設定」で
変更できます。CMR Hybrid ユーザーにもパーソナル会議室が提供されますが、WebEx ミー
ティングアプリケーションまたはモバイルアプリからパーソナル会議室にアクセスするユー
ザーに限定されます。ユーザーが会議システムまたはアプリケーションから参加できるパー
ソナル会議室ミーティングを持つには、WebEx サイトと主催者アカウントが CMR Cloud に
有効にされている必要があります。
WebEx および TelePresence の両方を使用するインスタントミーティングの解決法は、
TelePresence システムからミーティングを開始し、それからネームドホストがミーティング
の詳細ページで [インスタントミーティング] を選択することで、外部参加者が WebEx アプ
リケーションまたはモバイルアプリから TelePresence ミーティングに参加することができま
す。
• WebEx のみおよび TelePresence のみのミーティングのスケジュール
CMR Hybrid 連携が有効な WebEx サイトでは、CMR Hybrid ユーザーが生産性向上ツールで
WebEx のみのミーティングまたは TelePresence のみのミーティングをスケジュールするに
は、Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) が必
要になります。
• 主催者の最大同時ミーティング数
有効にされた CMR Hybrid 連携を持つ WebEx サイトでは、主催者は同時開催が可能な 2 つ以
上の CMR Hybrid ミーティングを持つことはできません。
• パーソナル会議および音声のみのミーティング
CMR Hybrid ユーザーは、電話サービスプロバイダ (TSP) 音声を持つサイトの WebEx 音声お
よび音声のみのミーティングのサイトパーソナル会議ミーティングをスケジュールすること
ができますが、これには WebEx のみのミーティングタイプで CMR Hybrid 連携は含まれませ
ん。
• CMR Hybrid 機能のブランディングとカスタマイズ未対応
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サイト管理者は、Outlook 連携内の CMR Hybrid Meeting Options パネルのブランディングスタ
イルを変更すること、Meeting Options パネルおよび TelePresence、WebEx アドバンスト設定
ダイアログボックス中の情報を非表示にすること、そしてビデオコールイン参加者数を制限
すること、等の操作を行うことはできません。
WebEx ワンクリック/インスタントメッセンジャ連携/Microsoft Office 連携
• ミーティングに参加ページ上で出席者の名前とメールを自動的に入力するためにパーソナラ
イズされた参加リンクを使用する場合、いくつかのメールゲートウェイによりリンクが途切
れることがあります。出席者はリンクをクリックすることができますが、ミーティングに自
動的に参加することはできません。ミーティングに参加する前に名前とメールアドレスを入
力する必要があります。現時点では、この問題の解決策はありません。
• ワンクリックユーザーインターフェイスを使用して、出席者をセールスチームのメンバーま
たはパネリストとして招待することはできません。
• サイレントインストーラーを使ってインスタントメッセンジャー連携がインストールされた
場合、ユーザーは、1 度インスタントメッセンジャーからログアウトして、再度ログインし、
WebEx 生産性向上ツール連携機能を確認します。

Mac に関する既知の問題と制限
ここで記述されている注意点はすべての WebEx サービスに関係しています。 (例外を除く)
メール招待状のテンプレート
Mac 版の WebEx 生産性向上ツールでは、CMR Hybrid ミーティング、WebEx のみ、パーソナル会
議、音声のみのミーティングの CMR Hybrid ミーティングのメール招待状テンプレートは 1 つだ
けとなります。このテンプレートには主催者キーおよびアクセスコードは含まれていない出席者
用のものとなります。しかし、主催者はメール招待状内のリンクを選択し、主催者アカウントに
ログインすれば、ミーティング情報ページから主催者情報を見ることができます。主催者はWebEx
生産性向上ツールツールメニューから「基本設定」を選択して音声情報を参照することができま
す。この情報は WebEx サイトの [基本設定] ページの [音声] セクションでいつでも確認できます。
WBS29.13 では、Windows 版の WebEx 生産性向上ツールは異なる 2 津のメールテンプレートを持
つことができます。しかし、Mac 版の WebEx 生産性向上ツールでは引き続き単一のメールテンプ
レートが使用されます。このため、主催者が WBS29.13 以降の Windows 版の WebEx 生産性向上
ツールにより生成された古いミーティングを編集すると、Mac 版の単一メールテンプレートの制
限により、新しい内容は、主催者と出席者の両方向けの統合型メールテンプレートが使用され、
生成されます。さらに、主催者が WebEx ミーティングを Microsoft Outlook の「転送」コマンドで
転送した場合、Windows 生産性向上ツールは主催者による転送を認識しないため、主催者用のメー
ル招待状の代わりに出席者用のものを送信します。
繰り返しミーティングの対応
繰り返しミーティングシリーズに WebEx ミーティングが追加されていない場合、ユーザーは繰り
返しミーティングシリーズの一回分のミーティングに WebEx ミーティングを追加することはでき
ません。また、単一の繰り返し CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティングシリーズ
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には対応していません。CMR hybrid ミーティングの繰り返しミーティングの制限についての詳細
情報は、「CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携の問題」およびWindows 版の既知の問
題/制限を参照してください。
Microsoft Office 365 への対応
Microsoft Office 365 は今のところ Mac 版の WebEx 生産性向上ツールには対応していません。
生産性向上ツールのサイト管理オプション
サイト管理ツールの生産性向上ツールページで、「インストールオプション」および「連携」下
のオプションは Windows 版の WebEx 生産性向上ツールのみに対応します。Mac 版の生産性向上
ツールには影響しません。また、Mac 版の生産性向上ツールで利用できる連携は Microsoft Outlook
連携だけです。
Microsoft Outlook への対応
Mac 版の WebEx 生産性向上ツールの Microsoft Outlook 対応では次の既知の問題と制限があります:
• バージョン 14.x 以降の Mac 版 Microsoft Outlook にのみ対応しています。Microsoft Outlook
2015 には未対応です。
• WBS29.8 以降からスケジュールされたミーティングにのみ対応します。以前のバージョンの
WebEx Center でスケジュールされミーティングには対応しません。
• Cisco WebEx Meetings Server のミーティングには対応していません
• 別の主催者の代理スケジューリングは今のところ対応していません。また、Windows 版の
WebEx 生産性向上ツールから別の主催者の代理でスケジュールしたミーティングにも対応し
ません。
• Mac 版の Microsoft Exchange Server 2007 および Microsoft Outlook を使用した WebEx 生産性向
上ツールでは、既知の問題が発生する場合があります。
• 繰り返しのウィンドウでの編集ではなく、Outlook カレンダービューで WebEx ミーティング
を更新した場合、一部の Outlook ビヘイビアは WebEx 生産性向上ツールのカレンダービュー
と連動していないため、限定的な問題が発生します。
サインインとサインアウト
• 一部の状況において、Mac 版生産性向上ツールではユーザーを WebEx サイトのログインペー
ジにリダイレクトさせ、パスワードの変更を促します。
• Mac 版生産性向上ツールはエンタープライズのシングルサインオンユーザーに対応します。
しかし、エンタープライズサイトのシングルサインオンがない場合、
• シングルサインオンユーザーがはじめて Mac 版の WebEx 生産性向上ツールにログインする
前に、WebEx サイトに移動し、Safari から手動でサイト認証を行う必要があります。
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) 連携の問題
Windows 版の WebEx-が有効な TelePresence 連携 (CMR Hybrid) の既知の問題は Mac 版にも影響し
ます。これらの問題については、Windows 版の既知の問題/制限の「CMR Hybrid (WebEx が有効な
TelePresence) 連携」を参照してください。
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Mac 版の WebEx 生産性向上ツールは今のところ Microsoft Office 2011 の CMR Hybrid ミーティン
グのスケジューリングには対応していません。このバージョンの Microsoft Office を使う Mac ユー
ザーで、CMR Hybrid ミーティングをスケジュールをする場合に次のオプションがあります:
• TelePresence Management Suite の Smart Scheduler (任意のブラウザ、Mac、iPhone、iPad、およ
び Android 端末) を使ったミーティングのスケジュール 。
• 任意のメールアプリケーションの「Scheduling Mailbox」を使ったミーティングのスケジュー
ル。
これらの代替スケジューリング方法を使う場合、WebEx サイトおよびモバイルアプリケーション
の「マイミーティング」にはミーティングは一覧に表示されません。さらにプロキシコントロー
ルされた会議室はサポートされていません。
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WebEx 音声
WebEx 統合型音声は高い性能と多彩な機能を提供する電話を使用した音声会議サービスです。
このサービスは、スタンドアロンモードで使用することも、WebEx ミーティングと連携させて
使用することも可能です。
• 新機能, 91 ページ
• 機能, 91 ページ
• よくある質問, 92 ページ
• 音声オプション, 93 ページ
• 音声機能の比較, 97 ページ

新機能
WBS29.13
ミーティング中の音声ガイド
英語の音声ガイドが更新され音声トーンと音質が改善されました。

機能
WebEx 音声 (ハイブリッド音声)
WebEx 音声 (ハイブリッド音声) なら、出席者はコンピュータ (VoIP) または電話のいずれかを使っ
て音声会議に参加できる高い柔軟性を提供します。この機能を有効または無効にするミーティン
グレベルのオプションはありません。この機能は、WebEx ミーティングの間、WebEx 音声が有効
である限りこの機能もまた有効です。ミュートやミュート解除、アイコン、発言可能の通知など
の機能が、出席者の一括管理を可能にします。出席者は、コンピュータから電話 (またはその逆)
にいつでも切り替えることができます。出席者の状況および会議に接続するモードは、参加者リ
ストに表示されます。
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WebEx 音声 (ハイブリッド音声) は、次のサービスおよびプラットフォームに対応しています:
WebEx 音声の対応 (ハ
イブリッド音声)

Windows

Macintosh

Linux/Solaris

Solaris Meeting Center

○

○

○

Training Center

○

○

○

Event Center

×

×

×

Support Center

×

×

×

よくある質問
質問: WebEx 音声の最大出席者数は?
回答: WebEx 音声の許容人数は、対応されるすべての WebEx サービスで最大で 1000 名の出席者
です (電話使用の 500 名と WebEx 統合型 VoIP 使用の 500 名)。
質問: 特定の場所から電話をかける際の制限はありますか?
回答: はい。制限に関する概要は次のドキュメントを参照してください。http://www.webex.com/
pdf/tollfree_restrictions.pdf
質問: 統合型音声は、VoIP による出席者とのハイブリッドモードまたはハイブリッド音声会議に
対応していますか?
回答: はい。WebEx 音声は、選択されたサービスのハイブリッド音声モードに対応します。(上の
表を参照)
電話回線サービスプロバイダ (TSP) 音声を使用する CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence)
ミーティングの既知の問題と制限を教えてください。
回答: 一部の電話サービスプロバイダ (TSP) の音声アカウントで、TSP アカウントを持つ主催者が
隣接した 2 つの CMR Hybrid または CMR Cloud ミーティングをスケジュールした場合、1 つ目が
終了した後すぐに開始される 2 つ目が開始され、さらに TelePresence のスケジューリングシステ
ムが自動的に 1 つ目のミーティングの終了時間を延長した場合、2 つ目のミーティングは自動的
に終了されます。これは、同じ TSP 音声アカウントを同時に 2 つのミーティングで使用すること
ができないためです。
この問題に対処するには、主催者は 2 つの TSP 音声アカウントと主催者アクセスコードを使い、
1 つ目のアカウントで最初のミーティング、2 つ目のアカウントで次に続くミーティングをスケ
ジュールします。別の方法としては、管理者が TelePresence システムによるミーティングの自動
延長を無効にすることです。
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音声オプション
（注）

各オペレーションシステムで対応する音声のオプションの詳細は、システム要件と機能サポー
トを確認してください。
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サービス
機能

詳細

Meeting Center Event Center

Support Center

Training Center

WebEx 電話会
議

この音声オプ
ションは
WebEx オンラ
インセッショ
ンに統合され
ています。こ
れらのオプ
ションの選択
が可能です:

○

×

○

• コールイ
ン:WebEx
はセッ
ション参
加時に有
料および
無料通話
の電話番
号を提供
します(国
際番号も
利用でき
ます)。
• コール
バック:
セッショ
ン参加時
に電話番
号を入力
すること
で、
WebEx か
ら電話が
かかって
きます。
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WebEx 音声
音声オプション

サービス
機能

詳細

Meeting Center Event Center

Support Center

Training Center

音声ブロード
キャスト

単方向音声、
出席者が聴取
者となるミー
ティングに適
しています。
主催者はコン
ピュータに接
続されたマイ
クを使って発
言します。

×

○

×

×

統合型 VoIP 音 電話を使用す
る代わりにコ
声
ンピュータを
使用してイン
ターネット経
由で音声を転
送します。

○

Windows のみ

○

Windows のみ
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サービス
機能

詳細

Meeting Center Event Center

Support Center

Training Center

パーソナル会
議

パーソナル会
議を使えば、
先に音声会議
を開始して、
必要に応じて
ビデオ会議を
含むオンライ
ンミーティン
グに拡張する
ことができま
す。

○

×

×

×

○

○

○

○

各パーソナル
会議アカウン
トで最大で 3
つまでのアク
セス番号を設
定することが
できます (主催
者と出席者の
アクセスコー
ド)。パーソナ
ル会議アカウ
ントにサイン
アップするに
は、[マイ
WebEx] タブか
[パーソナル会
議] を選択して
ください。
その他の電話
会議サービス

サードパー
ティ電話会議
サービスの使
用。
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音声機能の比較
2

機能

詳細

音声ブロード
キャスト

WebEx 音声

統合型 VoIP

パーソナル会
議

音声会議のサ
イズ

音声オプショ
ンの選択時
に、あなたの
セッションに
出席するグ
ループのサイ
ズを考慮しま
す。

3,000 名の出席 1,000 名 (電話
者
で 500 名、
WebEx VoIP で
500 名)

500 名の出席者 500 名の出席者
(Training Center
は 1,000 に対
応)

複数の発言者

音声会議での
発言可能な参
加者数

既定では主催
者、プレゼン
タ、およびパ
ネリストのみ
が発言できま
す

制限なし

制限なし

制限なし

参加および退
出トーン

WebEx は出席
者のセッショ
ン出退席の際
に音を鳴らし
て通知しま
す。

×

○

×

○

出席時に
ミュート

出席者がセッ
ションに出席
した時に、自
動的にマイク
をミュートに
します。

適用外

○

○

×
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詳細

音声ブロード
キャスト

WebEx 音声

統合型 VoIP

パーソナル会
議

音声会議の自
動開始

出席者がセッ
ションに参加
した時に音声
を開始する。
主催者がミー
ティングにま
だ参加してい
ない場合、出
席者には録音
されたアナウ
ンスが再生さ
れ、主催者が
まだミーティ
ングに参加し
ていないこと
が通知されま
す。

○

オプショナル

×

オプショナル

既定設定の保
存

WebEx プロ
ファイルのデ
フォルト音声
設定を保存す
ることで、よ
り簡単に、お
気に入りの
セッティング
を使用して
セッションを
開始したりス
ケジュールし
たりできま
す。

○

○

○

○

レポート

WebEx 音声の
利用詳細を表
示するレポー
トを実行しま
す。

○

○

○

○

適用外

○

適用外

TCP/UDP への WebEx は TCP ○
対応
および UDP に
対応します。
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2

機能

詳細

音声ブロード
キャスト

WebEx 音声
(ハイブリッド
音声) ミーティ
ングの対応

○
WebEx 音声
(ハイブリッド
音声) ミーティ
ングでは、出
席者は電話回
線またはデス
クトップの
VoIP のいずれ
かを使って会
議に参加でき
ます。

2

WebEx 音声

統合型 VoIP

パーソナル会
議

○

×

適用外

ハイブリッド音声を含む WebEx 音声。
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ビデオ
WebEx Meeting Center、Training Center、および Support Center に高精細 (HD) ビデオの機能が備わ
りました。WebEx Meeting Center、Event Center、Training Center、および Support Center は既存の
高画質ビデオにも対応します。
WebEx ビデオの使用についての詳細な説明については、WebEx サービスサイトのサポートペー
ジに移動して「ユーザーガイド」を参照してください。
• 新機能, 101 ページ
• 高精細ビデオの機能, 102 ページ
• システム要件, 105 ページ
• 高画質ビデオ対応カメラ, 106 ページ
• 高精細 (HD) ビデオ対応カメラ, 106 ページ
• 既知の問題と制限事項, 107 ページ

新機能
WBS29.11
ビデオの強化
• 新しいビデオパネルレイアウトの既定の設定および統合コントロールにより、ユーザーによ
るビデオの表示とレイアウトの表示切り替えがさらに簡単になりました
• ビデオ送信時に参加者リストのビデオウィンドウ上部にあるビデオレイアウトウィンド
ウ。
• 1 人のユーザーがビデオを送信すると、既定のミーティングウィンドウビューが 50% ビ
デオビューに切り替わります (共有が行われている場合を除く)。
• 2 人以上のユーザーがビデオを送信すると、ビデオパネルがサムネイルビューに自動的
に変更されます。
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• ウェブカメラが検出されると、ビデオを開始するかどうかの確認がユーザーに表示され
ます。ユーザーはすべてのミーティングでビデオを開始するかどうかの選択も同じプロ
ンプトから指定できます。この設定はビデオウィンドウ上部にある歯車の [設定] アイコ
ンを選択して変更することができます。
• サムネイルとアクティブビデオの開始時のフレームレートが 15 fps に向上し、良好な広帯域
環境下でのビデオ体験が改善されました。
• 低帯域環境でビデオが送信できない場合、ユーザーは 5 秒後に、帯域幅またはローカルコン
ピュータの問題によりビデオの表示に問題が発生しているという内容のエラーメッセージを
受け取ります。
• CMR Hybrid ミーティングで上記のような低帯域エラーによりビデオが停止した場合、帯域
幅が改善された時点またはローカルコンピュータの問題が解決したらビデオが自動的に再開
されます。

高精細ビデオの機能
機能

詳細

Meeting Center Event Center

最大 720p の高 ビデオ解像度 ○
精細 (HD) 解像 は最大で 720p
(1280x720) ま
度
で対応しま
す。

×

○

×

最大 360p の高 ビデオ解像度 ○
は最大で 360p
解像度
(640×360) に対
応。

○

○

○

フルスクリー
ンビデオ
ビュー

○

○

○ (ビデオサム
ネイルは含ま
れません)

高精細または ○
高画質ビデオ
画像 (モニタサ
イズにより異
なる) と 5 つの
ビデオサムネ
イル画像。
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機能

詳細

Meeting Center Event Center

Training Center Support Center

拡張フルスク
リーンビデオ
ビュー

画面全体に拡
張されたアク
ティブスピー
カーのビデオ
画像が、高精
細ビデオでの
受信に対応し
ました。

○

○ (高精細ビデ
オなしのフル
スクリーン
モード)

○

×

フルスクリー
ン共有ビュー
でアクティブ
スピーカーの
表示

フルスクリー
ンでの共有
ビュー中にア
クティブス
ピーカーを前
面表示にしま
す。

○

○

○

フルスクリー
ンビュー中、
顧客サポート
担当者には分
離しているパ
ネル内にビデ
オが表示され
ます。顧客に
は顧客コン
ソールエリア
内に配置され
たビデオが表
示されます。

フルスクリー
ン共有ビュー
上に表示する
自分のビデオ
ビュー

フルスクリー
ンビュー中、
メインビデオ
の画像中に自
分のビデオを
表示します。
自分のビデオ
ウィンドウか
らのビデオの
送信を開始ま
たは停止しま
す。

○

○

○

×
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Meeting Center Event Center

Training Center Support Center

アクティブス
ピーカーの切
り替え

声のボリュー
ムが最も大き
いアクティブ
スピーカーが
ビデオに表示
されるように
自動的に切り
替えられま
す。

○

○

○

×

ビデオサムネ
イル表示

参加者がビデ
オサムネイル
と共に一覧表
示されます。

○

○

○

×

ビデオの自動
調整

参加者のビデ
オ画質がネッ
トワークの利
用可能な帯域
幅に合わせて
自動調整され
ます。

○

○

○

○

カメラのホッ
トプラグイン

出席者はミー
ティング中に
カメラを接続
したり切り替
えることがで
きます。

○

○

○

○

ビデオの固定
表示

プレゼンタ
は、すべての
参加者に対
し、ビデオ表
示の対象者を
決定できる。

○

○

○

×
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機能

詳細

Meeting Center Event Center

Training Center Support Center

高精細ビデオ
のデコードを
GPU にオフ
ロードする

対応型 GPU
チップセット
がメイン CPU
からデコード
処理をオフ
ロードしま
す。

○

×

×

×

システム要件
WebEx ビデオは、標準的な Meeting Center の要件に準拠するコンピュータであれば問題なく対応
します。ビデオの解像度を 360p に設定する場合は、次の最小要件を満たしている必要があります:
• CPU:デュアルコアプロセッサ
• RAM:1 GB RAM
• USB をサポートする高画質ビデオ用のウェブカメラ (高画質ビデオ対応カメラを参照してく
ださい。)
HD ビデオ (720p) を送信する場合は、次の最小要件を満たしている必要があります:
• CPU:クアッドコアプロセッサ (3 人以上のミーティング参加者)、デュアルコアプロセッサ (2
人のミーティング参加者)です。
• RAM:2 GB RAM
• 高精細ビデオ対応型の USB 接続ウェブカメラ (高精細 (HD) ビデオ対応カメラを参照してく
ださい。)
HD 高精細ビデオ (720p) を受信する場合は、PC が次の最小要件を満たしている必要があります:
• CPU:デュアルコアプロセッサ
• RAM:2 GB RAM
720p のビデオデコード処理をクライアントの GPU に渡すには、次のいずれかの GPU チップセッ
トが必要です:
• Windows (DXVA):
• NVIDIA GeForce 9800GT
• NVIDIA GeForce GT 430
• NVIDIA GeForce GTS 450
• NVIDIA GeForce GTX 275
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• NVIDIA GeForce GTX460
• NVIDIA GeForce GTX560
• NVIDIA GeForce GTX560Ti
• NVIDIA GeForce GT520
• ATI Radeon HD 6950
• Mac OS X (VDA):
• NVIDIA GeForce9400M
• NVIDIA GeForce320M
• NVIDIA GeForce330M

高画質ビデオ対応カメラ
PC と互換性があるカメラは WebEx で動作します。WebEx 高画質ビデオがテスト済みのカメラは
以下の通りです:
• Cisco VT Camera II
• Cisco VT Camera III
• Cisco Precision HD
• Logitech HD Webcam C920
• Logitech Quick Cam Pro 9000
• Logitech QuickCam Orbit AF
• Logitech QuickCam C905
• Logitech QuickCam S7500
• Logitech HD Pro Webcam C910
• Microsoft LifeCam HD
• Microsoft LifeCam VX-1000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam VX-6000
• Microsoft LifeCam NX-6000
• Microsoft LifeCam VX-3000

高精細 (HD) ビデオ対応カメラ
WebEx 高精細ビデオがテスト済みのカメラは以下の通りです:
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• Logitech HD Webcam C310
• Logitech HD Webcam C500
• Logitech HD Webcam C510
• Logitech HD Webcam C905/B905
• Logitech HD Pro Webcam C910/B910
• Logitech HD Webcam C920
• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001
• Microsoft LifeCam HD-6000
• Microsoft LifeCam Cinema
• Microsoft LifeCam Studio
• Cisco Precision HD
• Cisco TelePresence SX10
• Cisco VT Camera III
• Apple iSight HD

既知の問題と制限事項
この項では、WebEx 統合型ビデオへの影響の既知の問題について説明します。WebEx に対応する
ブラウザ、オペレーティングシステム、そして他の WebEx サービスに影響をおよぼす既知の問題
は、システム要件と機能サポートを参照してください。
高精細ビデオ
アプリケーション、デスクトップ、ストリーミングメディアの共有中、高精細ビデオは自動的に
オフになります。これらの機能が終了したら自動的にオンに戻ります。
Event Center でストリーミング再生を行うとプレゼンタのビデオが停止される
Event Center では、ビデオファイルを再生し、それをすべての参加者に対し共有すると、プレゼン
タのビデオカメラの停止が求められます。プレゼンタは一度に 1 つのビデオのみ再生して送信で
きます。プレゼンタのビデオカメラは、ファイルまたはメディアのストリーミングを終えた時点
で、再びオンになります。
この制限が追加されたことで、複数のビデオストリーミングが多数の参加者に送信される場合の
帯域幅の問題を解消します。将来的にこの制限は廃止される予定です。
コラボレーション会議室 (CMR) の一般的な問題
下記の問題は CMR Cloud ミーティングおよび CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティ
ング共有のものです:
• WebEx アプリケーションからビデオ端末またはアプリケーションにビデオを送信する
CMR Cloud または CMR Hybrid ミーティングは常に TelePresence (またはその他のビデオ会議
システムおよびアプリケーション) と WebEx 間の最高の解像度で開始されます。高精細ビデ
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オが利用可能な状態になっている場合、参加全員が利用できます。WebEx 側の参加者の誰か
の帯域幅が貧弱な場合、その参加者に合わせて TelePresence と WebEx 間の解像度が低くなり
ます。従ってすべての参加者のビデオ解像度も低くなります。WebEx Cloud がビデオとアプ
リケーション共有または画面共有 (以前のデスクトップ共有) の両方を受け取り、処理するた
めに必要な最低のビットレートは 1.2 Mbps です。これより低い場合、WebEx アプリケーショ
ンは共有アプリケーションまたは共有画面のみを表示します。
WBS29.11 以降、何かの理由によりローカル環境の WebEx アプリケーションに影響する低帯
域幅または状態が悪い場合 (CPU または RAM の市場状況など)、WebEx アプリケーションは
1.2 Mbps ビットレートを保つことができません。ユーザーには「低帯域幅」の警告を示す
メッセージが表示され、TelePresence ビデオは表示されません。WBS29.11 以降、WebEx ア
プリケーションのユーザーは自動的かつ定期的に WebEx Cloud に接続し、ネットワークと
ローカル環境の問題が解消していることを確認します。1.2 Mbps 以上のビットレート状態に
なり、ビデオの送受信ができるようになったら、ビデオの送受信を再開することができま
す。
CMR Cloud ミーティングで推奨される帯域幅の設定については、「Cisco WebEx Meeting Center
設定ガイド」ページの「Cisco WebEx Meeting Center with Collaboration Meeting Rooms Enterprise
Deployment Guide」の前提条件を参照してください。
CMR Hybrid ミーティングで推奨される帯域幅の設定については、Cisco TelePresence Management
Suite (TMS) Configuration Guidesページの「Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid
Configuration Guide」の Cisco WebEx 機能と注意事項の章および、低帯域幅での Windows ま
たは Mac 版の WebEx Meeting Center クライアントの問題解消の章を参照してください。帯域
幅の問題を解消する推奨されるサイト管理オプションの詳細については、新機能
• ミーティングのビデオ体験
WebEx ユーザーは、WebEx アプリケーションでアクティブスピーカーまたは最後に発言を
行ったアクティブスピーカーのビデオ端末のみを見ることができます。発言を行わないビデ
オ端末のユーザーは WebEx アプリケーション内で表示されません。
ビデオ端末ユーザーは、端末画面上でアクティブスピーカーまたは最後に発言を行ったアク
ティブスピーカーのビデオ端末のみを見ることができます。発言を行わない WebEx ユーザー
は画面には表示されません。
TelePresence 会議室内がやかましいと、WebEx ミーティングでアクティブスピーカーとなる
可能性があります。必要に応じて主催者は「ビデオ表示を固定」コマンドを使って他の参加
者のビデオ表示を固定することができます。
CMR Cloud または CMR Hybrid ミーティングで、Apple iPad または iPhone の 4G LTE 環境で
参加しているユーザーのビデオは TelePresence システムにでは表示されません。しかし音声
は生きたままとなります。この問題は、ビデオを TelePresence システムに送信するには、180
p ビデオがが必要ですが、モバイル回線での 180 p ビデオの送信は Apple iTunes のアプリの要
件で認められていないことに起因します。
• フルスクリーンビデオビュー
プレゼンタが、彼の画面共有 (以前のデスクトップ共有)、アプリケーション共有、ドキュメ
ント共有の際に、フルスクリーンのビデオに切り替えると、出席者側で共有が一時停止され
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ます (最後に共有された画面で停止します)。プレゼンタがフルスクリーンビデオビューを終
了すると、共有が自動的に再開されます。
プレゼンタが共有を停止しても、出席者側のフルスクリーンビデオビューは継続されます。
プレゼンタが共有を再開すると、フルスクリーンビデオビューが自動的に終了されます。
Mac または PC の WebEx アプリケーションで 2 台のモニタを使用している場合、1 つのモニ
タでフルスクリーンビューを行い、ビデオをウィンドウをドラッグし、もう 1 つのモニタに
移動し、「フルスクリーンビューですべての参加者を表示する」アイコンを選択して画面共
有またはアプリケーション共有をフルスクリーンで表示します。
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7

章

サイト管理
これらは管理者のためのリリースノートです。
WebEx サイト管理では、WebEx Meeting Center、Event Center、Training Center、および Support
Center の設定や管理を行います。
• 新機能, 111 ページ
• 機能, 113 ページ
• 既知の問題と制限事項, 115 ページ

新機能
WBS29.12
コンテンツ共有のサポート
サイト管理ツールを使えば、コンテンツ共有連携の管理ができるようになりました。今のところ
iOS で機能する WebEx モバイルアプリケーションの WebEx Meetings for iPad のみで利用できま
す。今後のリリースで Android にも対応する予定です。
• コンテンツ共有は Dropbox、Box、Google Drive でも有効にできます。
• コンテンツ共有が有効な場合、Dropcox、Box、Google Drive のどの連携をモバイルユーザー
に対し有効にするかを管理できます。
• WebExモバイルアプリにキャッシュされているファイルを [最近共有のファイル] から自動で
消去する機能を設定できます。
ネットワーク録画の音声通知を有効にする
ネットワーク録画の音声通知設定は、WebEx Cloud の追加アップグレードの完了後に利用できま
す。リリース予定日は2015年の第一四半期を予定しています。この機能が有効になったら、WebEx
サイト管理にオプションが表示されます。既定ではネットワーク録画通知は無効になっています。
サービス一覧リンク
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管理者は新規ユーザー向けの各 Center のガイドリンクの既定 URL を変更できるようになりまし
た。
WBS29.11
無効化された主催者アカウント
主催者が無効化されている場合は、WebEx ミーティングまたはイベントは開始できません。
ファイル共有中の印刷と保存の無効化
WebEx サイト管理が、すべての Center のファイル共有中のプリントと保存の権限管理を提供しま
す。
WBS29.8
Collaboration Meeting Rooms
Cloud Collaboration Meeting Room オプションのセクションがサイト管理に追加されました:
• ビデオ端末の帯域幅—ビデオ端末の帯域幅制御 (WebEx VoIP およびビデオ接続制御)。有効
時、WebEx アプリケーションが狭帯域になっている際に WebEx がセッションの帯域幅を調
整し、ビットレートを低く抑えます。
• パイロット番号の使用—有効時、メールの招待状と主催者の会議室ページにパイロット番号
が表示されます。編集可能なダイヤルイン情報のサンプルテキストが提供されます。最大文
字数は 256 文字です。
• 会議室の有効化—主催者用の専用会議室を有効にします。このオプションは既定で有効に
なっています。
• 主催者 PIN の長さ—主催者の専用会議室の PIN の長さを指定します。長さは 4、6、8、12 文
字で指定できます。
CMR Cloud の管理についての詳細は、設定ガイドページのコラボレーション会議室 (CMR Cloud)
エンタープライズ展開ガイドを参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html
HTML メールテンプレート
サイト管理ツールが編集可能な HTML 形式のメールテンプレートを提供します。
• メールテンプレートの一覧がどのメールテンプレートで HTML 形式が利用可能かを表示しま
す
• メールテンプレートは HTML 形式またはテキスト形式でソートされます
Mac 版生産性向上ツールの設定
サイト管理ツールは、WebEx 生産性向上ツールと Mac 版の Microsoft Outlook の連携を有効または
無効にする機能が提供されます。次のオプションが含まれます:
• 生産性向上ツールと Mac および Windows 版の Microsoft Outlook の連携の有効化および無効
化
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• Windows 版 Microsoft Outlook のオプション
• Mac 版 Microsoft Outlook のオプション
• ワンクリックのオプション - タスクバーにワンクリックアイコンを表示します
新しくなったユーザインターフェイス上で機能する簡素化されたブランディング
サイト管理のブランディングツールが簡素化され、新しくなったユーザインターフェイス上で機
能します。お使いのサイトがすでにブランディング化されている場合は、さらなるアクションは
必要ありません。新しいユーザインターフェイスでは、既存のブランド要素に対応するため、融
通性の高いレイアウト構成をサポートしています。
• ヘッダーメニューバー、ロゴ、左側ナビゲーション、サービス利用規約、プライバシポリ
シー等の既存のブランディングには変更がありません。
• ブランディング可能な要素と領域が簡素化されました。コンテンツエリア内の要素にブラン
ディングを加えることはできません、しかし、全ページでグローバルリンクの色、フォント
を統一することは可能です。例えば、左側ナビゲーションエリアの文字色が変更されると、
同じ文字色がすべての Center に対して適用されます。
追加のブランディング変更をご希望の場合は、カスタマサービス担当者までお問い合わせくださ
い。
WBS29.4
「前回のパスワードの再使用」の新基準
「前回のパスワードの再使用を許可しない」オプション サイト管理オプションにより、3 - 8 個前
のパスワードの間で選択できるようになりました。新しい既定値は 3 です。
WBS29.1
PayPal 対応
バージョン WBS29.1 以降、サイト管理のトレーニング用プロバイダ設定に、PayPal Payflow Pro、
PayPal Website Payments Pro UK および PayPal Express Checkout 米国およびカナダの新しい項目が
追加されました。エンドユーザーには変更が加わったトレーニングセッションの支払情報ページ
が表示されます。

機能
グリニッジ標準時オフセット (ローカル時間との差分) 表示オプション
メールまたは ウェブページのタイムゾーンのための GMT オフセットを表示するのオプションが、
Greenwich Mean Time (GMT) オフセットかどうかを制御します。例えば、「GMT -8:00」はタイム
ゾーンと時刻で表示されます。米国およびカナダ国内のお客様で GMT を使用したくない場合は、
このオプションを無効にすることができます。
タイムゾーン設定
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サイトのライムゾーンラベルのブランディングが可能になりました。ラベルには、場所 (例えば、
「サンフランシスコ」) およびタイムゾーン名 (例えば、「太平洋時間」) および夏時間 (DST) ラ
ベル (例えば、「夏時間」または「標準時間」)などが含まれます。
実際に開始した時刻または開始予定時刻を表示する
Meeting Center で利用できる [スケジュールした時刻ではなく、実際の開始時刻にミーティングを
表示する] オプションは、カレンダー上で表示される進行中のミーティングをスケジュール時刻で
表示するか、または実際の開始時刻で表示するかを指定することができます。出席者が進行中の
ミーティングをカレンダーから簡単に見つけれるよう、既定では、スケジュールされた時刻で表
示されます。サイト管理でこのオプションを有効にすると、既存のビヘイビアが切り替わります。
Community ボタンオプション
[ナビゲーションバー上に Community ボタンを表示する] オプションにより、ナビゲーションバー
上に [Community] ボタンを配置するかどうか選択できます。主催者と出席者はこのボタンを使っ
て WebEx Community にアクセスできます。
Microsoft Outlook 2010 へのアドレス帳のインポート
Microsoft Outlook 2010 64-bit は会社アドレス帳の WebEx 連絡先へのインポートに対応していませ
ん。
セッションタイプ無しのサイト管理者アカウント
サイト管理アカウントの作成時にセッションタイプを指定する必要がなくなりました。またこの
ようなアカウントはサイトのネームドホストの数としてカウントされません。セッションを開始
することはできませんが、権限が与えられている場合に限り、他の主催者に代わってミーティン
グをスケジュールすることができます。
クイックスタートメニューから IM で招待およびリマインド
[プレゼンス連携] オプションでは、ミーティングのクイックスタートメニューにある [IM で招待]
および [IM で催促] オプションを選択できます。また、サポートページにある WebEx Connect も
ダウンロードできます。
ネームドホスト (音声のみ) ユーザー
パーソナル会議ミーティングタイプのみが有効なネームドホストに対して専用のカウントが提供
されます。これは、パーソナル会議ミーティングのみ開始できるユーザーです。このカウントは、
サイト管理のホームページに表示されます。
アカウントサインアップの確認
[新しいアカウントの承認が必要です] オプションは、アカウントにサインアップしたユーザーに
対し、ユーザーリクエストを確認するよう要求するものです。ユーザーは、サインアップ時に入
力したアドレスに送信されるフォローアップメール中のリンクをクリックすることで確定します。
確認ページの有効期間を設けるオプションもあります。(既定では3日間) サイト管理者に対し成功
の確認、さらにサインアップフォームにセキュリティチェックを加えるよう知らせます。
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既知の問題と制限事項
この項では、サイト管理のみに影響する既知の問題について説明します。WebEx でサポートされ
るブラウザ、OS、およびその他の WebEx サービスに影響する既知の問題の詳細は、システム要
件と機能サポート, （47 ページ）を確認してください。
ブランディングとカスタマイズ
• 新しい WebEx ヘッダーでは 75 ピクセル以下のカスタムヘッダーは使用できません。ブラン
ド済みサイトのヘッダーの高さが 75 ピクセル以下で、ヘッダーの HTML コードがカスタマ
イズされていない場合は、システムによりヘッダーの高さが自動的に 75 ピクセルに調整さ
れます。
• ヘッダーナビゲーションの色が青または暗い色の場合、サイト管理ツールの [ログイン] およ
び [ログアウト] リンクが見えづらくなります。
サイトのブランディングを行いたい場合は、カスタマサポートマネージャまでお問い合わせくだ
さい。
Safari ブラウザへの対応
サイト管理は Mac 版 Safari ブラウザに対応していません。
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティング
CMR Hybrid (WebEx が有効な TelePresence) ミーティング に次の問題が発生します。
• ビデオ帯域幅の問題発生率を軽減するには、サイト管理者が次のサイト管理オプションが
CMR Hybrid ユーザーに対して設定されている必要があります:
• WebEx VoIP およびビデオ接続の自動 UDP/TCP SSL 暗号化オプションが常に選択されて
いることを確かめてください。
• [サイト設定 > > サイトオプション] の順に選択し、最大ビデオ帯域オプションのチェッ
クを入れます。この指定によりミーティング中のビデオの最大ビデオ帯域レートが設定
されます。デフォルトは 15fps です。
• 「OneTouch TelePresence オプション」で、[TelePresence 帯域幅最適化コントロールを有
効にする] にチェックが入っていることを確認してください。ただし WebEx サポートが
変更を進めない場合は除きます。
• 「ミーティングオプション」で、[HD ビデオをオンにする] がオン担っていることを確
認してください。これにより 360p 以上の解像度でビデオを転送することができます。
CMR Hybrid ミーティングの帯域幅推奨設定についての詳細は、Cisco TelePresence Management
Suite (TMS) 設定ガイドページにある、Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid 設定ガ
イドを参照してください。
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• サイト管理者は、あなたのサイトで Meeting Center PRO TelePresence セッションタイプが有
効になっていることも確認してください:
• Meeting Center PRO TelePresence セッションタイプは通常の WebEx と Outlook の連携と
は異なるユーザインタフェースを持つ WebEx 生産性向上ツールをユーザーに提供しま
す。
• あなたのサイト上の既存のユーザーに CMR Hybrid を提供する場合、Meeting Center Pro
TelePresence セッションタイプにバッチを適用する必要があります。これは自動では有
効にはならないためです。
• サイトで CMR Hybrid が有効になると、Meeting Center PRO TelePresence セッションタイ
プのサイト管理オプションのとなりにある [新規ユーザーに既定値を適用する] に自動的
にチェックが入ります。新規ユーザーに CMR Hybrid を自動的に適用させたくない場合
は、[新規ユーザーに既定値を適用する]のチェックボックスのチェックを外してくださ
い。
• Meeting Center TelePresence セッションタイプをベースにカスタマイズされた新しいセッ
ションタイプを作成することも可能です。
• サイト管理者は WebEx 生産性向上ツールの CMR Hybrid ユーザインタフェースを変更するこ
とはできません。例えば、管理者は、Outlook 連携内の CMR Hybrid Meeting Options パネルの
ブランディングスタイルを変更すること、Meeting Options パネルおよび TelePresence、WebEx
アドバンスト設定ダイアログボックス中の情報を非表示にすること、そしてビデオコールイ
ン参加者数を制限すること、等の操作を行うことはできません。
• 画面共有 (旧称: デスクトップ共有) およびアプリケーション共有は CMR Hybrid ミーティン
グに対応しています。一部の標準的な共有 (ファイル共有、注釈、ホワイトボード共有) は
CMR Hybrid ミーティングに対応していません。
• WBS29 からは録画が CMR Hybrid ミーティングに対応されるようになりましたが、次に記載
する既知の問題と制限があります:
• CMR Hybrid ミーティング録画は MP4 形式で保存されます。ビデオは 360p で録画され
ます。
• 録画の再生を行うと、画面共有、アプリケーション共有、アクティブスピーカーのビデ
オカメラ、参加者リスト、チャット、投票を表示することができます。しかし、録画を
ダウンロードした場合は、画面共有、アプリケーション共有、音声が 1 個の MP4 ファ
イルになり、アクティブスピーカービデオカメラ、参加者リスト、投票は含まれませ
ん。
CMR Hybrid ミーティングの詳細については、WebEx Meeting Center よくある質問http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.htmlの録
画と再生の FAQを参照してください。
• 十分な帯域幅を確保できない場合、CMR Cloud and CMR Hybrid ミーティングのプレゼンテー
ションとデータ共有を XGA (1024 x 768 解像度) の 5 fps 形式に下げることが可能です。
TelePresence システムではユーザーは「レターボックス」システムを表示できます。WBS29.8
では、WebEx 全参加者のインターネット環境が 2 Mbps である場合、最大 720 p 解像度に対
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応しており、さらにデータ共有では、4:3 および 16:9 の両方の TelePresence システムの
TelePresence システム画面全体をカバーするため、画面の切り落としはありません。WBS29.11
から、WebEx 参加者の環境が 3 Mbps である場合に、 TelePresence Server 4.1 環境では Conductor
XC 3.0、1080 p 解像度に対応するようになりました。ミーティング中の参加者が最小帯域幅
要件を満たしていない場合、参加者全員のデータ共有解像度レベルが下がります。例えば、
720 p 解像度が使用されていたが、1 人の参加者の帯域幅がしきい値を下回った場合に参加者
全員に対してミーティング解像度が 720 p に下げられます。または、もし TelePresence Server
4.1 および Conductor XC 3.0 が使用されている場合では通常 1080 p に対応します。しかし 1
人の参加者の環境が 3Mps を満たさない場合、データ共有解像度が全参加者に対して 720 p
に落とされます。TelePresence システムから TelePresence システムへのプレゼンテーションお
よびデータ共有の画質は変更されることはありません。解像度は TelePresence Server または
Cisco TelePresence MCU シリーズの設定により異なります。WebEx アプリケーションから
WebEx アプリケーションへのプレゼンテーションおよびデータ共有の画質はとても高いもの
です。これらのプレゼンテーションおよびデータ共有の画質の制限は、専用データレンダリ
ング形式が使用される WebEx のみのミーティングには適用されません。
• 画面共有 (旧称: デスクトップ共有) およびアプリケーション共有は CMR Hybrid ミーティン
グに対応しています。一部の標準的な共有 (ファイル共有、注釈、ホワイトボード共有) は対
応していません。
• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) バージョン 14.4 以降、管理者による Cisco
TMS の設定により、予定開始時刻の最大 5 分前に TelePresence 参加者が CMR Hybrid ミーティ
ングに参加することができます。TelePresence は最初の TelePresence 参加者がミーティングに
ダイヤルするまでミーティングに参加できません。Cisco TMS はミーティングが開始予定時
刻になるまでダイヤルしません。詳細については、Cisco TelePresence Management Suite (TMS)
設定ガイドページのCisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid 設定ガイドの「Configuring
Conference Settings in Cisco TMS」の章の「Configuring Allow Early Join」を参照してください。
• CMR Hybrid ミーティングは「VoIP のみ」音声には対応していません。
• 大規模な CMR Hybrid ミーティングのスケジューリングを行うには、管理者が許容量制限を
指定しておく必要があります。発言者以外の参加者をミュートにするには、参加者は WebEx
および TelePresence の両方でミュートにされている必要があります。
• 主催者は、WebEx アプリケーションから WebEx 参加者をミュートにすることができま
す。
• 同じ TelePresence システムが複数ある場合、主催者は一方からもう一方の TelePresence
参加者をミュートにすることができます。管理者は TelePresence Server を介して
TelePresence 参加者をミュートにすることができます。
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