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はじめに
• Training Center は Meeting Center とどのように違うのですか?
• トレーニングセッションを開催、またはトレーニングセッションに参加するには何が必要で
すか?
• Training Center はアクセシビリティに対応しますか?
• Training Center は英語以外の言語をサポートしていますか?
• WebEx では、Training Center の運用開始を支援する専門サービスを提供していますか?

Training Center は Meeting Center とどのように違うのですか?
Training Center では、Meeting Center のすべての機能に加えて、次の機能が提供されます。
• 定期的なセッションをサポートする拡張スケジュール機能
• トレーニングセッション中の録画セッションの再生
• ライブおよび録画トレーニングセッションのソート機能付きリスト
• フルデュプレックス、マルチポイントの VoIP 音声
• セッション中の投票の強化
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• ウェブベースの投票エディタ
• セッション中のリアルタイムなテスト
• セッション前および後のテスト
• セッション中の質問と回答 (Q&A)
• 複数の指導者またはパネリスト
• 出席者が注目しているかどうかリアルタイムで確認できる注目インジケータ
• 手動または自動で出席者振り分けを行うブレイクアウトセッション
• セッション中およびオンデマンドのハンズオンラボ
• ブレイクアウトセッションやハンズオンラボの自動サブ会議サポートを含む同一セッション
中の電話会議および VoIP のサポート
• 出席者および/または主催者に対しクレジットカードで課金 — 米国と英国の顧客のみ利用で
きます
• ライブおよび録画トレーニングセッションのカスタマイズ可能な拡張登録システム (キャン
セル待ちとキャンセルを含む)
• セッション、主催者、およびサイトレベルでの詳細なトレーニングセッションレポート
• 共有可能コンテンツオブジェクト参照モデル (Sharable Courseware Object Reference Model:
SCORM)、PHP、および XML の API サポート
• Microsoft PowerPoint またはクライアントの録画ファイル (.wrf) を使用したテストを含むマル
チメディアプレゼンテーション作成のためのオプショナルなオンデマンドモジュール
トレーニングセッションを開催、またはトレーニングセッションに参加するには何が必要ですか?
トレーニングセッションのあらゆるインタラクティブ機能を活用するには、ご利用のコンピュー
タに WebEx トレーニングマネージャをダウンロードしてインストールします。トレーニングマ
ネージャは、トレーニングセッションを初めて開始すると自動的にダウンロードされます。その
後は、セッションを開始するたびに、最新版の有無が確認され自動的にアップデートされます。
WebEx Event Center と互換性のあるコンピュータ、OS、およびブラウザに関する詳細は、
Training Center はアクセシビリティに対応しますか?
Windows プラットフォーム環境の Training Center アプリケーションに複数の改善が施され、特定
の機能用にキーボードからのアクセスとスクリーンリーダーの機能が追加されました。これらの
改善は米国リハビリテーション法 508 条項に準拠しています。詳細については、Training Center ヘ
ルプの「キーボードを使用してミーティングウィンドウにアクセスする」のトピックを参照して
ください。本リリースにより、ユーザーは、フルスクリーンでのコンテンツ共有中に、セッショ
ンの操作パネルおよびその他の前面表示パネルにキーボードからアクセスできるようになりまし
た。
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Training Center は英語以外の言語をサポートしていますか?
はい。Windows 版ではフランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、
日本語、中国語 (簡体字および繁体字)、ただし、オプションのオンデマンドモジュール (Training
Center-Presentation Studio 連携に付随) で利用できるの言語は英語のみです。オランダ語、スペイン
語 (欧州)、ロシア語も提供しています。
WebEx では、Training Center の運用開始を支援する専門サービスを提供していますか?
はい。Training Center コンサルタントサービスが、トレーニングセッションの設定から進行、そし
て最後の締めくくりまでをサポートします。詳細は、WebEx トレーニングサービスにメール
(training_registration@webex.com) またはお電話 (866-22-WebEx (866-22-93239) およびオプション "1"
を選択) にてお問い合わせください。

トレーニングセッションの主催、参加、および設定
• Lotus Notes または Microsoft Outlook のカレンダーからセッションをスケジュールすることは
できますか?
• 招待していない参加者がセッションに加わるのを防ぐことは可能ですか?
• メール通知に明記された日時はなぜ出席者のタイムゾーンに設定されていないのですか?

Lotus Notes または Microsoft Outlook のカレンダーからセッションをスケジュールすることはでき
ますか?
WebEx では、Microsoft Outlook または Lotus Notes から、トレーニングセッションをスケジュール
し、出席者を招待し、セッションを開始することができます。はじめに、詳細な手順を確認し、
Training Center サービスサイトの [サポート] ページからインストーラをダウンロードします。ス
ケジューラのすべての機能が Outlook 連携および Lotus Notes 連携でサポートされるわけではあり
ません。
招待していない参加者がセッションに加わるのを防ぐことは可能ですか?
はい。招待されていない出席者がトレーニングセッションに参加するのを防ぐ方法を次に示しま
す:
• ユーザーがセッションに参加するために入力する必要があるパスワードを指定します。この
パスワードは、招待するユーザーに WebEx によって送信される招待のメールメッセージに
表示されます。
• 招待したユーザーだけにその存在がわかるように、セッションを「非公開」にします。
• トレーニングセッションへのアクセスを制限します。招待した出席者が全員トレーニング
セッションに参加した時点で [セッション] メニューから [アクセスの制限] を選択し、他の
ユーザーが参加するのを防ぐことができます。
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• 不要な出席者をトレーニングセッションから退席させるには、[参加者] メニューから [退席
させる] を選択してください。
メール通知に明記された日時はなぜ出席者のタイムゾーンに設定されていないのですか?
各出席者のタイムゾーンを設定することができないため、トレーニングセッションの日時は主催
者のタイムゾーンで自動的に表示されます。

ドキュメントおよびアプリケーションの共有
• ドキュメント共有とアプリケーション共有の違いは何ですか?
• 共有できるファイルまたはアプリケーションの種類にはどのようなものがありますか?
• トレーニングセッションの参加者全員が、私が共有するファイルまたはアプリケーションを
持っている必要がありますか?
• 共有しているドキュメントに変更を加えることはできますか?
• 同時に複数のドキュメントもしくはプレゼンテーションを共有することはできますか?
• 注釈を付けたドキュメントやプレゼンテーションを保存することはできますか?
• プレゼンテーションでアニメーションおよびスライドのトランジションを表示することはで
きますか?
• 画像の粒子が粗く見える場合があるのはなぜですか?
• 出席者のコンピュータモニターの解像度が異なる場合、プレゼンテーションは正しく表示さ
れますか?
• アプリケーションを共有するときに出席者の画面に黄色の斜交平行線模様が表示されるのは
なぜですか?

ドキュメント共有とアプリケーション共有の違いは何ですか?
ドキュメント共有では、出席者はドキュメントを見ることはできます。しかし、あなたはそれを
変更することはできません。アプリケーション共有では、ドキュメントの作成または変更に使用
したアプリケーションを共有します。ドキュメントを変更すると、変更は出席者に表示されます。
アプリケーション共有ではより多くの帯域幅が使用されるため、セッションの全体的なパフォー
マンスに影響する可能性があります。
実質的にどのようなタイプのドキュメントまたはアプリケーションでも共有できますが、ビデオ
または音声をストリーム配信するものは適切に表示されない場合があります。ストリーミングコ
ンテンツを共有するには、WebEx の「ウェブコンテンツの共有」を使用します。これにより、各
出席者のコンピュータのウェブブラウザにコンテンツが表示されます。必要な操作は、[共有] メ
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ニューから [ウェブコンテンツ] を選択し、ストリーミングコンテンツを含むウェブサイトの URL
を入力することだけです。出席者はそれぞれのブラウザでそれを表示することができます。多数
のドキュメントまたはプレゼンテーションを同時に共有することができます。各ドキュメントま
たはプレゼンテーションは、コンテンツビューアの独自のタブに表示されます。
共有できるファイルまたはアプリケーションの種類にはどのようなものがありますか?
ほぼすべてのドキュメントまたはアプリケーションを共有することができます。最高の結果を得
るために、共有するアプリケーションが音声またはビデオをストリームし、ウェブ上で利用可能
な場合には、次のことを行う必要があります。
• ブラウザでのページの表示
• ウェブコンテンツ共有機能の使用 (各出席者のコンピュータでブラウザウィンドウが開かれ
ます)
トレーニングセッションの参加者全員が、私が共有するファイルまたはアプリケーションを持っ
ている必要がありますか?
いいえ。お使いのコンピュータにファイルまたはアプリケーションが必要なのはあなただけです。

ヒント

参加者のネットワーク接続が遅い場合は、セッションの前にコース教材をキャッシュするよう
に依頼します。詳細は、Training Center サービスサイトの [サポート] ページに移動して Training
Center 主催者のガイドを参照してください。

共有しているドキュメントに変更を加えることはできますか?
はい。アプリケーション共有機能を使用して、トレーニングセッション中にドキュメントを変更
します。アプリケーション共有では、出席者にアプリケーションの制御を許可することもできま
す。
同時に複数のドキュメントもしくはプレゼンテーションを共有することはできますか?
はい。WebEx コンテンツビューアーを使用して、ドキュメントやプレゼンテーションを必要な数
だけ共有します。お客様が開く各ドキュメントやプレゼンテーションは、WebExコンテンツビュー
アー内の該当タブに表示されます。詳細は、Training Center サービスサイトの [サポート] ページ
に移動して Training Center 主催者のガイドを参照してください。
注釈を付けたドキュメントやプレゼンテーションを保存することはできますか?
はい。注釈を付けたドキュメントまたはプレゼンテーションを保存するには、[ファイル] メニュー
で [保存] を選択します。保存ファイルをデスクトップから見るには、そのファイルをダブルクリッ
クしてください。ドキュメントやプレゼンテーションは、トレーニングマネージャーの一部であ
る WebEx ドキュメントビューアー内に表示されます。
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プレゼンテーションでアニメーションおよびスライドのトランジションを表示することはできま
すか?
はい。Microsoft PowerPoint プレゼンテーションを共有する場合、出席者はアニメーションやスラ
イドトランジションを見ることができます。WebEx のアプリケーション共有機能を使用して、ア
ニメーションやスライドトランジションを表示することもできます。スライドオーサリングアプ
リケーションでプレゼンテーションを表示し、アプリケーションでスライドショーを実行します。
画像の粒子が粗く見える場合があるのはなぜですか?
インターネット接続が遅い場合、画像の品質が低下する場合があります。
出席者のコンピュータモニターの解像度が異なる場合、プレゼンテーションは正しく表示されま
すか?
出席者がどの解像度を使用していても、出席者はあなたのデスクトップまたはアプリケーション
を表示できます。最高の結果を得るには、あなたのモニターの解像度を 800x600 ピクセルに設定
します。
アプリケーションを共有するときに出席者の画面に黄色の斜交平行線模様が表示されるのはなぜ
ですか?
斜交平行線模様は、共有しているアプリケーションの前面にあるウィンドウの陰影です。ウィン
ドウを閉じることでこの模様は表示されなくなります。

その他の質問
• トレーニングセッションのパフォーマンスを左右する要素にはどのようなものがありますか?
• パフォーマンスをテストする方法は?
• WebEx サイトでブックマークを付けられないページがあるのはなぜですか?
• 出席者のタイムゾーンでミーティング日時が表示されるように通知メールを設定できますか?
• 国際コールイン番号はどこで参照できますか?
• ユーザーは言語、タイムゾーンおよびロケール設定を変更できますか?

トレーニングセッションのパフォーマンスを左右する要素にはどのようなものがありますか?
パフォーマンスには次に示すような要因が影響します:
• コンピュータのインターネット接続速度、インターネットのトラフィック
• ファイアーウォールおよびプロキシサーバーのパフォーマンス
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高速インターネット接続をご利用の場合でも、WebEx インタラクティブネットワーク上において
顧客と WebEx サーバーの間で頻繁に混雑やパケットロスが発生します。この場合、ネットワーク
管理者やご利用の ISP に問題を報告する以外に対処法はありません。ネットワークの混雑は一過
性、または時間の経過と共に自然に解決される場合がほとんどです。しかし、問題が深刻で、継
続する場合にはご連絡ください。
パフォーマンスをテストする方法は?
Trace Route ユーティリティを使用することで、あなたのコンピュータと WebEx サーバー間で発生
した問題の原因を突き止めることができます。このユーティリティがあなたのコンピュータから
データを転送し、データが WebEx サーバーに到達するまでにかかる時間を計ります。データは 1
- 60 ms でサーバーに送信されることが理想です。もし 60 - 100 ms ほどかかる場合は接続速度が遅
すぎます。100 ms 以上かかる場合は明らかに接続状況に問題があることを示します。問題が持続
するようであれば、ネットワーク管理者に相談してください。
Windows で Trace Route を起動する場合、コマンドプロンプトを開き"tracert your_site_URL"を入力
します（"your_site_URL"にあなたの WebEx サービスサイトの URL を入力します）。"tracert"の後
に半角スペースを入力してください。
WebEx サイトでブックマークを付けられないページがあるのはなぜですか?
Meeting Center サービスサイトは、そのページの多くを動的に生成するためブックマークをつける
ことができません。WebEx サービスサイト上のこれらのページにはブックマークを付けることが
できます:
URL

詳細

<sitename>.webex.com

あなたの WebEx サービスサイトのホームペー
ジです。

<sitename>.webex.com/meet/<username>

あなたがスケジュールしたオンラインセッショ
ンおよびあなたが現在開催しているミーティン
グが表示される [パーソナルミーティングルー
ム] ページ。この URL をメールに貼り付けて
ユーザーに提供したり、名刺に記載したりでき
ます。このページを観覧するユーザーは、あな
たが主催する任意のミーティングに参加できま
す。さらに共有ファイルやフォルダをダウン
ロードできます。
[マイ WebEx] > [マイプロファイル] ページで、
あなたの [パーソナル会議室] ページのオプショ
ンを指定できます。例えば、ウェルカムメッ
セージ、画像、および共有したいファイルや
フォルダなどです。
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URL

詳細

<sitename>.webex.com/join/<username>

ミーティングの参加ページ。出席者はあなたが
開始したミーティングにここから参加できま
す。ミーティングが進行中ではない場合、あな
たの [パーソナルミーティングルーム] ページに
表示されます。

<sitename>.webex.com/start/<username>

ミーティングを開始するページ。スケジュール
済みのミーティングを開始できます。複数の
ミーティングがスケジュールされている場合は
[パーソナル会議室] ページに表示されます。

出席者のタイムゾーンでミーティング日時が表示されるように通知メールを設定できますか?
はい。グローバルな出席者に使いやすさを提供するために、出席者ごとの言語とタイムゾーンを
設定して招待することができます。招待状は出席者のタイムゾーンでミーティング日時を表示し
ます。招待状中のミーティングリンクは出席者の言語でミーティング情報を表示し、出席者は母
国語でミーティングに参加することができます。このオプションはウェブページ上でスケジュー
ルした場合にのみ利用できます。
既定により主催者の言語とタイムゾーンの設定が使用されます。アドレス帳から出席者が招待さ
れる際、記憶された言語とタイムゾーンの設定が使用されます。どの出席者の言語あるいはタイ
ムゾーンであれ、主催者は、出席者を招待するときにそれらを変更することができます。
国際コールイン番号はどこで参照できますか?
あなたのサイトの WebEx 音声がオンになっており、さらに国際コールイン番号のオプションが有
効の場合に、2 つの方法で国際コールイン番号を参照または表示できます:
• [マイ WebEx] で [マイオーディオ] をクリックします。[パーソナル会議番号] にある、[すべ
ての国際コールイン番号を表示] リンクをクリックします。
• ミーティングのスケジュール時に、[音声会議の設定] の下にある [すべての国際コールイン
番号を表示] オプションをオンにします。このオプションは、他国にいる出席者がダイヤル
して音声に接続するためのトールフリーまたはローカル番号の一覧へのリンクを提供しま
す。
国際トールフリー電話の制限に関する情報は、http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf を
参照してください。
ユーザーは言語、タイムゾーンおよびロケール設定を変更できますか?
はい。カレンダーページ、ミーティング情報ページ、参加ページ、および招待メールには、ユー
ザーが簡単に各自の言語、タイムゾーン、ロケール設定を変更できるリンクが表示されるように
なりました。
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章

生産性向上ツール
• 一般的な質問, 9 ページ
• インストールと設定, 10 ページ
• 生産性向上ツールを使ってミーティングをスケジュールする, 12 ページ
• 生産性向上ツールを使ってインスタントミーティングする, 13 ページ
• サイト管理, 15 ページ

一般的な質問
• WebEx 生産性向上ツールとは?
• 生産性向上ツールを使用することでどのデスクトップ連携を利用できますか?

WebEx 生産性向上ツールとは?
WebEx 生産性向上ツールを使えば、ユーザーはデスクトップまたは普段使用するデスクトップ上
のアプリケーションから簡単に WebEx ミーティングを開始、スケジュール、招待、または参加す
ることができます。
生産性向上ツールを使用することでどのデスクトップ連携を利用できますか?
以下の生産性向上ツールが WebEx サービスと連携して使用できます:
• Microsoft Outlook との連携
• IBM Lotus Notes との連携
• インスタントメッセンジャ連携:
◦ Windows Messenger/Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
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WBS30 以降では次のサービスヘの連携には対応されません:
• Yahoo
• Google Talk
• Skype
• AOL AIM
• Microsoft Office Word、Excel、PowerPoint
• Microsoft Internet Explorer 連携
• Mozilla Firefox 連携

インストールと設定
• 生産性向上ツールをインストールするには?
• マイ WebEx サービスサイトの生産性向上ツールの自動インストール機能が無効になってい
ます。手動で生産性向上ツールをインストールするには?
• マイ WebEx サービスサイトの生産性向上ツールの自動インストールが有効になっています
が、生産性向上ツールを使用したくありません。自動インストールを無効にできますか?
• いくつかの生産性向上ツールは大変便利ですが、すべてを使用したい訳ではありません。特
定のデスクトップアプリケーションにだけ生産性向上ツールを設定するにはどうしたらよい
ですか?
• 生産性向上ツールをアンインストールするには?
• 複数の WebEx サービスサイトで WebEx 生産性向上ツールを使用するにはどうすればよいで
すか?
• Linux デスクトップまたは MAC を使っています。これらに対応する生産性向上ツールは入
手可能ですか?
• CA Siteminder、Sun Java Access Manager、または Oracle Oblix などの認証管理システムと統合
してシングルサインオンを導入することで、社員が内部 LAN 認証を使って WebEx にログオ
ンでき、さらにユーザー ID とパスワードの個別管理を排除することは可能ですか?

生産性向上ツールをインストールするには?
WebEx サービスサイトログインするだけです。WebEx サービスサイトへのログオン時に、生産性
向上ツールがデスクトップに自動的にインストールされます。WebEx サービスサイトで自動イン
ストールが無効な場合は、以下のオプションを使って生産性向上ツールをインストールすること
もできます:
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• [マイ WebEx > 生産性向上ツールの設定] の順にクリックします (左側のナビゲーションバー)。
[生産性向上ツールの設定] ページが表示されます。デスクトップ上 にある [生産性向上ツー
ルのダウンロード] をクリックします。
マイ WebEx サービスサイトの生産性向上ツールの自動インストール機能が無効になっています。
手動で生産性向上ツールをインストールするには?
手動で生産性向上ツールインストールするための複数のオプションがあります:
• [マイ WebEx > 生産性向上ツールの設定] の順にクリックします (左側のナビゲーションバー)。
[生産性向上ツールの設定] ページが表示されます。デスクトップ上 にある [生産性向上ツー
ルのダウンロード] をクリックします。
• WebEx サービスサイトの左側ナビゲーションバーで、[サポート] の下にある [ダウンロード]
をクリックします。[ダウンロード] ページで、[WebEx 生産性向上ツール] のヘッド部分のと
なりにある [今すぐダウンロード] をクリックします。
• [ミーティングのスケジュール] ページに移動します。生産性向上ツールに関する告知がペー
ジの上部に表示されます。[生産性向上ツールのインストール] リンクをクリックして生産性
向上ツールをインストールします。
マイ WebEx サービスサイトの生産性向上ツールの自動インストールが有効になっていますが、生
産性向上ツールを使用したくありません。自動インストールを無効にできますか?
はい。[マイ WebEx > マイプロファイル] の順にクリックします。生産性向上ツールのセクション
で、[WebEx サービスサイトにログインした時に、生産性向上ツールを自動的にダウンロードする
] オプションを無効にします。
いくつかの生産性向上ツールは大変便利ですが、すべてを使用したい訳ではありません。特定の
デスクトップアプリケーションにだけ生産性向上ツールを設定するにはどうしたらよいですか?
デスクトップから、[スタート > > プログラム > WebEx > 生産性向上ツール > WebEx 設定] の順に
クリックします。[WebEx 設定] ダイアログボックスで [ツール] タブをクリックします。入手可能
な生産性向上ツールのリストで、生産性向上ツールを連携させたくないアプリケーションのため
にオプションを無効にします。
生産性向上ツールをアンインストールするには?
デスクトップから、[スタート > > プログラム > WebEx > 生産性向上ツール > アンインストール]
の順にクリックします。[Windows コントロールパネル] の [ プログラムの追加と削除 ] からアンイ
ンストールすることも可能です。
複数の WebEx サービスサイトで WebEx 生産性向上ツールを使用するにはどうすればよいですか?
同時に複数の WebEx サービスサイトで WebEx 生産性向上ツールを使用することはできません。
サービスサイトを切り替える必要がある場合は、[スタート > プログラム > WebEx > 生産性向上
ツール > WebEx 設定] の順にクリックしてあなたのサイトおよびアカウント情報をを更新し、新
しいサイトと連携した生産性向上ツールを使用します。
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Linux デスクトップまたは MAC を使っています。これらに対応する生産性向上ツールは入手可能
ですか?
今のところ生産性向上ツールは Microsoft Windows ユーザーと Mac ユーザーにのみ対応していま
す。
CA Siteminder、Sun Java Access Manager、または Oracle Oblix などの認証管理システムと統合して
シングルサインオンを導入することで、社員が内部 LAN 認証を使って WebEx にログオンでき、さ
らにユーザー ID とパスワードの個別管理を排除することは可能ですか?
はい。回答: はい。生産性向上ツール関連のサイト管理のドキュメントを参照し、シングルサイン
オン (SSO) 設定および認証管理ソリューション統合の導入について確認してください。

生産性向上ツールを使ってミーティングをスケジュール
する
• 生産性向上ツールを使ったミーティングのスケジュールはどのように異なりますか?
• Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングをスケジュールする
のですか?
• Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングを開始するのです
か?
• 出席者は Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングに参加す
るのですか?
• Outlook または Lotus Notes 連携を使ってスケジュールする WebEx ミーティングの (電話会
議、開始前に参加する、トラッキングコードなど) 設定は把握しています。なぜミーティン
グの度にこれらのオプションを指定する必要があるのですか?これらの設定を 1 回だけ指定
して、今後のミーティングで利用できるようにすることは可能ですか?

生産性向上ツールを使ったミーティングのスケジュールはどのように異なりますか?
回答: Microsoft Outlook または IBM Lotus Notes をあなたのメールクライアントとして使用してい
る場合、生産性向上ツールを使って Microsoft Outlook または IBM Lotus Notes のスケジューラから
直接 WebEx ミーティングをスケジュールできます。
Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングをスケジュールするので
すか?
回答: 他のミーティングをスケジュールするのと同じ要領で Outlook または Lotus Notes 連携から
WebEx ミーティングをスケジュールできます。スケジューラで、[WebEx ミーティングの追加] を
クリックして WebEx ミーティングをあなたの Outlook または Lotus Notes ミーティングに追加しま
す。
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Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングを開始するのですか?
WebEx ミーティングを Outlook または Lotus Notes ミーティングに追加するときに、ミーティング
を開始するための URL リンクがあなたのカレンダーに含まれます。
出席者は Outlook または Lotus Notes 連携を使ってどのように WebEx ミーティングに参加するので
すか?
出席者が Outlook または Lotus Notes カレンダーからミーティングを開いたとき、URL リンクが表
示されます。出席者はのリンクをクリックして WebEx ミーティングに参加できます。出席者は
Outlook または Lotus Notes のミーティング招待状にある URL リンクをクリックしてミーティング
に参加することも可能です。
Outlook または Lotus Notes 連携を使ってスケジュールする WebEx ミーティングの (電話会議、開始
前に参加する、トラッキングコードなど) 設定は把握しています。なぜミーティングの度にこれら
のオプションを指定する必要があるのですか?これらの設定を 1 回だけ指定して、今後のミーティ
ングで利用できるようにすることは可能ですか?
このリリースの生産性向上ツールでは、WebEx サイトのミーティングスケジュールのテンプレー
トデザインがベースとなります。今後のすべてのミーティングの基本設定を保存したい場合は、
WebEx サイトに移動し、ミーティングスケジュールのテンプレートを作成するか、または変更を
加えることで、生産性向上ツールから直接使用することができます。管理者が組織レベルのミー
ティングテンプレートを作成している場合、それらも生産性向上ツールから直接使用できます。

生産性向上ツールを使ってインスタントミーティングす
る
• インスタントミーティングを開始するための異なるオプションとは?
• WebEx ワンクリックとは?
• ワンクリックを使ってどのように出席者を WebEx ミーティングに招待できますか?
• ワンクリックを使って WebEx ミーティングに参加できますか?
• ワンクリックを使って WebEx ミーティングを開始できますか?
• インスタントメッセンジャ連携を使って、どのようにメンバーを WebEx ミーティングに招
待できますか?
• デスクトップ上ではすでに WebEx ミーティングが進行しています。進行中のミーティング
にインスタントメッセンジャのメンバーを招待するにはどうすればよいですか?
• Microsoft Office ドキュメントから WebEx ミーティングを開始する最善な方法とは?
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インスタントミーティングを開始するための異なるオプションとは?
インスタントミーティングは以下の生産性向上ツールから開始できます:
• ワンクリック
• インスタントメッセンジャ連携:
◦ Yahoo
◦ Google Talk
◦ Skype
◦ AOL AIM
◦ Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
• Microsoft Office 連携:
◦ Word
◦ Excel
◦ PowerPoint
• Microsoft Internet Explorer 連携
• Mozilla Firefox 連携
WebEx ワンクリックとは?
WebEx ワンクリックは、ミーティングの開始と参加およびミーティング招待状の送信を行うため
の簡単な方法です。 WebEx サービスサイトにログインしたり、ウェブページを移動したりする必
要はありません。WebEx ワンクリックパネルは [スタート] メニュー、デスクトップ上のショート
カット、そして、タスクバーの [ワンクリック] アイコンから利用できます。
ワンクリックを使ってどのように出席者を WebEx ミーティングに招待できますか?
タスクバーにある [ワンクリック] アイコンを右クリックし、[ワンクリックを開く] をクリックし
ます。[ワンクリック] パネルで、連絡先のメールアドレスを入力するか、[アドレス帳] アイコン
をクリックして Outlook または Lotus Notes から直接連絡先を選択できます。連絡先を選択したら、
[ミーティングを開始] をクリックして WebEx ミーティングを開始します。選択された連絡先の相
手が WebEx ミーティングに参加できるように、お使いのローカルメールクライアントを使って招
待状が自動的に送信されます。
ワンクリックを使って WebEx ミーティングに参加できますか?
はい。タスクバーにある [ワンクリック] アイコンを右クリックして [ミーティングに参加] をク
リックします。主催者のメールアドレスまたはミーティング番号を入力して WebEx ミーティング
に参加します。あなたの主催者のミーティングに参加するにはミーティングパスワードを知って
いる必要があります。
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ワンクリックを使って WebEx ミーティングを開始できますか?
はい。タスクバーにある [ワンクリック] アイコンを右クリックして [スケジュールされたミーティ
ングの開始] をクリックします。
インスタントメッセンジャ連携を使って、どのようにメンバーを WebEx ミーティングに招待でき
ますか?
インスタントメッセンジャーのあなたのメンバーとチャットセッションを開始します。チャット
ウィンドウで、[WebEx ミーティングの開始] をクリックして WebEx ミーティングを開始します。
それからチャットメッセージの中でミーティングの招待状をメンバーに送ります。
デスクトップ上ではすでに WebEx ミーティングが進行しています。進行中のミーティングにイン
スタントメッセンジャのメンバーを招待するにはどうすればよいですか?
インスタントメッセンジャーのあなたのメンバーとチャットセッションを開始します。チャット
ウィンドウで、[ミーティングに招待] をクリックして進行中の WebEx ミーティングにメンバーを
招待します。
Microsoft Office ドキュメントから WebEx ミーティングを開始する最善な方法とは?
Microsoft Office ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションのツールバーにある [アプ
リケーション共有] をクリックします。このボタンをクリックして WebEx ミーティングを開始し、
そのアプリケーションを自動的に共有します。フローティングアイコントレイの [参加者パネル]
ボタンをクリックしてから [招待] または [催促] ボタンをクリックし、[メールで招待] または [IM
で招待] をクリックすることで、追加の出席者を招待できます。ワンクリックまたはインスタント
メッセンジャー連携を使って出席者を招待することも可能です。

サイト管理
• 主催者に対し、生産性向上ツールの自動インストールを設定したくありません。社内ユー
ザーのデスクトップに生産性向上ツールをインストールするためのオプションの違いは何で
すか?
• 社内ユーザーには管理者権限がありません。各自が生産性向上ツールをインストールするに
は?
• 社内のすべてのコンピュータはロックされています。社内のすべてのユーザーのデスクトッ
プに生産性向上ツールをインストールするには?
• 幹部や役員達が参加する機密性の高いミーティング。社員は役員のメールアドレスを知って
います。社員が機密性の高い内容のミーティングに参加することを防ぐにはどうすればいよ
いですか?
• 社員にはインスタントメッセンジャ連携を使ってほしくありません。社員が使える生産性向
上ツールを選択し、制限することは可能ですか?
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• [ミーティングのスケジュール] ページに表示される既定のメッセージが好きではありませ
ん。これらのメッセージをカスタマイズできますか?
• 社内のすべてのコンピュータに Lotus Notes 連携を展開するための最善な方法とは?

主催者に対し、生産性向上ツールの自動インストールを設定したくありません。社内ユーザーの
デスクトップに生産性向上ツールをインストールするためのオプションの違いは何ですか?
サイト管理オプションで生産性向上ツールの自動インストールを無効にできます。以下の方法を
使って、すべてのユーザーのデスクトップに生産性向上ツールをインストールすることができま
す:
• Microsoft SMS、IBM Tivoli、WebEx System Management などのソフトウェア配信ツールを使っ
て WebEx 生産性向上ツールをユーザーのデスクトップにインストールします。
• 主催者に対し、WebEx の [サポート] ページのダウンロードセクションから WebEx 生産性向
上ツールを手作業でインストールするように依頼します。
社内ユーザーには管理者権限がありません。各自が生産性向上ツールをインストールするには?
WebEx 生産性向上ツールをインストールするために管理者権限を要求されることはありません。
管理者権限を持たない一般ユーザーでも生産性向上ツールをインストールできます。
社内のすべてのコンピュータはロックされています。社内のすべてのユーザーのデスクトップに
生産性向上ツールをインストールするには?
WebEx サービスサイトの管理者ページで、生産性向上ツールの自動インストールおよび自動更新
を無効にします。Microsoft SMS、IBM Tivoli、WebEx System Management などのソフトウェア配信
ソフトを使って社内のすべてのユーザーのデスクトップに生産性向上ツールをインストールしま
す。
幹部や役員達が参加する機密性の高いミーティング。社員は役員のメールアドレスを知っていま
す。社員が機密性の高い内容のミーティングに参加することを防ぐにはどうすればいよいですか?
機密性の高い繊細な内容のミーティングは非公開ミーティングとしてスケジュールします。そし
て、サイト管理の [生産性向上ツール] セクションで、[主催者のメールアドレスを入力して WebEx
ミーティングに参加します] オプションを無効にします。
社員にはインスタントメッセンジャ連携を使ってほしくありません。社員が使える生産性向上ツー
ルを選択し、制限することは可能ですか?
はい。サイト管理の [生産性向上ツール] セクションに移動します。生産性向上ツールのリストで、
あなたのビジネスニーズに合った [生産性向上ツール] を有効または無効にします。
[ミーティングのスケジュール] ページに表示される既定のメッセージが好きではありません。こ
れらのメッセージをカスタマイズできますか?
はい。サイト管理の [生産性向上ツール] セクションのメッセージをカスタマイズできます。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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生産性向上ツール
サイト管理

社内のすべてのコンピュータに Lotus Notes 連携を展開するための最善な方法とは?
Lotus Notes の展開に関する情報を含む WebEx ドキュメントが入手できます。あなたのクライアン
トサービスマネージャに問い合わせて、Lotus Notes の展開チェックリストのドキュメントおよび
大量展開ガイドを入手してください。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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生産性向上ツール
サイト管理

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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WebEx 音声
• 一般的な質問, 19 ページ

一般的な質問
• WebEx 音声の上限は?
• 電話をかける場所の制限はありますか?
• WebEx 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?

WebEx 音声の上限は?
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
(500 名のテレフォニーと 500 名の WebEx 統合型 VoIP となります)。
電話をかける場所の制限はありますか?
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
WebEx 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?
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 (Meeting Center
および Sales Center)。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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統合型 VoIP 音声
• 一般的な質問, 21 ページ
• システム要件およびテクニカル情報, 22 ページ
• トラブルシューティング, 24 ページ

一般的な質問
• 統合型 VoIP 音声の機能とは?
• 統合型 VoIP の出席者の上限は?
• 自分の発言した音声が出席者まで届いていない場合に、WebEx 統合型 VoIP 音声はどのよう
に知らせてくれますか?

統合型 VoIP 音声の機能とは?
統合型 VoIP の機能の概要を次に示します。
• サービスのサポート:統合型 VoIP は、次の表のサービスおよびプラットフォームでサポート
されます。
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

○

○

○

○

Training Center

○

○

○

○

Event Center

○

○

○

×

Support Center

○

○

○

○

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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統合型 VoIP 音声
システム要件およびテクニカル情報

• ハードウェア要件:統合型 VoIP を使用するために特に必要となるハードウェアはありません。
全二重のサウンドカード、およびスピーカーまたはヘッドセットを準備するだけで使用でき
ます。発言予定のユーザーはヘッドセットを使用することをお勧めします。
• 出席者数:統合型 VoIP は最大 500 名の参加者に対応します (Training Center の場合は 1,000 名)
。
• TCP/UDP サポート:統合型 VoIP では、UDP または TCP を転送方法として使用することがで
きます。UDP を利用すると、VoIP セッションの待ち時間が短縮されます。TCP を利用する
と、待ち時間が少し長くなりますが、SSLのセキュリティ機能がオプションで提供されます。
VoIP がサービスとして開始すると、各クライアントは最初に UDP を使用して接続し、続い
て TCP に移ります。UDP 接続の出席者と TCP 接続の出席者は一緒にミーティングに参加す
ることができます。
• SSL のサポート:サイトで SSL が有効に設定されている場合、統合型 VoIP では転送方法とし
て SSL を使用できます。SSL 通信により、VoIP のトラフィック転送におけるセキュリティ
が強化されます。SSL を使用することにより、VoIP 接続の待ち時間が長くなる場合がありま
す。
• エコーの軽減:統合型 VoIP に組み込まれているエコーの軽減機能により、ほとんどの状況に
おいてパフォーマンスが向上します。
• 自動ゲイン制御:統合型 VoIP 機能の自動ゲイン制御により、ミーティング出席者のレベル均
一化がもたらされます。
• クロスプラットフォームのサポート:Support Center のクロスプラットフォームのサポート
統合型 VoIP の出席者の上限は?
セッションには最大で 500 人までの出席者を招待できます (Training Center の場合は 1,000 人)。
自分の発言した音声が出席者まで届いていない場合に、WebEx 統合型 VoIP 音声はどのように知ら
せてくれますか?
統合型 VoIP が音量ウィンドウ中に表示するネットワークインジケータ (音声メニューにあります)
が、ネットワークの性能とあなたの出席者が聞こえる音声のおよその品質を示します。インジケー
タが、次の色のうちのどれか 1 つを表示します:
• 緑、85% 以上の出席者が高品質な音声を聞くことができています
• 黄、50% ～ 85% の出席者が高品質な音声を聞くことができています
• 赤、高品質な音声を聞くことができている出席者が 50% 未満です

システム要件およびテクニカル情報
• システム要件は何ですか?
• どの WebEx サービスサイトが VoIP 音声をサポートしているのですか?

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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統合型 VoIP 音声
システム要件およびテクニカル情報

• WebEx 統合型 VoIP を使用するために何が必要ですか?
• TCP、UDP プロトコルまたは PSTN を WebEx 統合型 VoIP と一緒に使用できますか?
• SSL 対応のサイトの場合に WebEx 統合型 VoIP を使用できますか?
• ダイヤルアップ接続で VoIP を使用できますか?
• EMX ノードから統合型 VoIP を提供することは可能ですか?
• VoIP は全二重伝送方式ですかそれとも単一ですか?

システム要件は何ですか?
次の表に示す要件をシステムが満たしている必要があります: クロスプラットフォームの機能
どの WebEx サービスサイトが VoIP 音声をサポートしているのですか?
統合型 VoIP を WebEx サービスおよび以下の表に示されたコンピュータと共に使用できます:
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

○

○

○

○

Training Center

○

○

○

○

Event Center

○

○

○

×

Support Center

○

○

○

○

WebEx 統合型 VoIP を使用するために何が必要ですか?
WebEx 統合型 VoIP を使用するには、フルデュプレックス (全二重) サウンドカードおよびスピー
カーまたはヘッドセットが必要です。発言を行うには、コンピュータに接続済みのマイクを持つ
必要があります。最高の音質を得るために、ヘッドセットの使用をお勧めします。
TCP、UDP プロトコルまたは PSTN を WebEx 統合型 VoIP と一緒に使用できますか?
WebEx VoIP 音声は UDP または TCP と一緒に使用できます。UDP を使えば TCP より短い遅延時
間内で通信できます。しかし TCP を使うことで SSL セキュリティプロトコルを使用できる利点も
あります。 (遅延時間は比較的長くなります)VoIP セッションの開始時に、WebEx はまず UDP を
使って接続し、それから TCP に切り替えます。何人かの出席者が UDP を使用して、その他が TCP
を使うようなセッションを行うことが可能です。
UDP は、非 SSL サイトのみに対応しています。UDP を使用するには、企業ファイアウォールで
UDP 送信を行うために IP ポート 9000 と 9001 を開いておく必要があります。これらのポートが開
いていると、自動的に UDP が選択されます。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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SSL 対応のサイトの場合に WebEx 統合型 VoIP を使用できますか?
はい。TCP 転送プロトコルを使用することで、SSL を使用できるようになります。
ダイヤルアップ接続で VoIP を使用できますか?
統合型 VoIP は、ダイヤルアップ接続には推奨されません。UCF ベースの PowerPoint 共有は、ビ
デオが有効化されておらず、また有効なマイクが 1 本のみ使用されている限り問題なく機能しま
す。統合型 VoIP に対応するアプリケーションおよびデスクトップ共有は、56Kbps 未満の接続で
はサポートされません。
EMX ノードから統合型 VoIP を提供することは可能ですか?
個々のケースに応じて、WebExTM Extended MediaTone eXchange (EMX) ノードから統合型 VoIP を
提供することは可能です。詳細は製品管理部部署にお問い合わせください。
VoIP は全二重伝送方式ですかそれとも単一ですか?
統合型 VoIP は全二重です。複数の出席者が同時に会話することが可能です。これは、PSTN を使
用する従来の電話会議に似ています。半二重の VoIP 会議では、一度に 1 人しか発言することがで
きません。これは、CB 無線の方式に似ています。

トラブルシューティング
• なぜ VoIP 会議中に、たびたび音声に遅延が生じるのですか?従来の電話と比べて音質が劣る
ように感じられます、これはなぜですか?
• VoIP 通話の音声品質が場合によって良かったり悪かったりするのはなぜですか?
• 統合型 VoIP を使用するときに顧客が技術的な問題に直面したときはどうすれば良いでしょ
うか?

なぜ VoIP 会議中に、たびたび音声に遅延が生じるのですか?従来の電話と比べて音質が劣るよう
に感じられます、これはなぜですか?
従来の PSTN ベースの電話会議は回路ベースであり、それぞれの参加者には電話会議ブリッジの
専用チャネルが与えられ、待ち時間は実質的にはほとんど感じられない程度です。通常、回路交
換方式の音声環境においては、音声の送信距離が長い場合にしか待ち時間は生じません。高性能
の VoIP ソリューションでは、0.25 - 0.5 秒程度の遅延が生じます。個々の環境における遅延の程度
は、次に示す要因によって異なります。
• ネットワークの混雑状況:VoIP ソリューションで音声情報が送信される IP ネットワーク (イ
ンターネットなど) は、FIFO(先入れ先出し) 方式でパケットの送信が行われる共有メディア
です。ミーティング参加者間のルーターのいずれかが混雑していると、遅延や音声の劣化が
生じます。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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• エンコーディング:マイクに向かって話すと、コンピュータ内蔵のサウンドカードが音を取り
込み、デジタル化を行います。続いて、この情報がデータパケットに分割され、ネットワー
クを介して電話会議サーバーに送信されます。電話会議サーバーが、エンコードがこれらの
パケットを他の出席者のコンピュータに送信され、相手先コンピュータでデコードされま
す。統合型 VoIP におけるこのエンコーディングは音声コンポーネント (マイク、スピーカー、
およびサウンドカード) に依存し、PC により品質の差が大きくなることがあります。つま
り、低品質のコンポーネントからは、低品質の音声が生み出されることになります。
このような遅延や音声品質の問題は、WebEx だけでなく、すべてのベンダーから提供されている
VoIP ソリューションに共通しています。Centra などのベンダーから提供される VoIP ソリューショ
ンを PSTN と比較した場合にも、同様の問題があります。WebEx の VoIP の遅延や音声品質は、
Centra の VoIP の遅延や音声品質と少なくとも同程度であることが、WebEx のテストで確認され
ています。
VoIP 通話の音声品質が場合によって良かったり悪かったりするのはなぜですか?
複数の可能性が考えられるため、断言するのは困難です。28 Kbps の接続でも地球の裏側の相手と
の VoIP が優れた品質であることも可能であれば、56 Kbps または 300 Kbps を超える速度でも短距
離の通話が低品質になってしまうこともあります。品質は、VoIP ソフトウェアのサンプルレート
(音声を再現するのに要する 1 秒当たりのサンプル数)、および使用するインターネット接続のス
ループットによってほぼ決定されます。56 Kbps の接続とは、文字どおり 56 Kbps でインターネッ
ト上でデータ通信を行えることを保証するものではありません (これについては、300 Kbps を超え
る LAN の場合も同じです) 。実際の速度は、送信元と送信先の間のすべてのネットワークにおけ
るトラフィックの状況、および送信元と送信先で使用する機器の能力によって決定されます。通
常は、低品質の伝送はトラフィックが原因であり、音声データの通信の一部または全部をインター
ネットを介して行う VoIP においては、完全に排除することはできません。
統合型 VoIP を使用するときに顧客が技術的な問題に直面したときはどうすれば良いでしょうか?
通常のテクニカルサポートのエスカレーションプロセスに従ってください。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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録画および再生
• 一般的な質問, 27 ページ
• ネットワーク録画つまり「サーバーに録画」, 30 ページ
• 録画ファイルの再生, 33 ページ
• 録画ファイルの作成と公開, 34 ページ
• 録画ファイルの編集, 36 ページ
• WebEx が有効な TelePresence ミーティングの録画, 37 ページ
• 既知の問題と回避策, 38 ページ

一般的な質問
• WebEx の録画、編集、または再生を行うために WebEx が提供するツールは何ですか?
• 録画ファイルを再生するために何が必要ですか?
• 他のマルチメディアプレーヤーを使って WebEx 録画ファイルを再生できますか?
• WebEx レコーダー、エディターおよびプレーヤーの入手方法は?
• WebEx ネットワーク録画ファイル (ARF) を Windows メディアファイル形式 (WMV)、Flash
形式 (SWF)、または MPEG-4 形式 (MP4) に変換するには?
• ARF ファイルを MP4 形式に変換する際に、URL、ユーザー名およびパスワードの入力が求
められました。どうすればよいですか?
• WebEx サイトにより、自社のウェブサイトへのサインイン (シングルサインオン) が求めら
れます。そして WebEx ユーザー名とパスワードは持っていません。ARF ファイルを MP4 形
式に変換する場合はどうすればよいですか?
• DynaMetric アダプタをコンピュータと電話に接続するにはどうすればよいですか?

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
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WebEx の録画、編集、または再生を行うために WebEx が提供するツールは何ですか?
WebEx 録画を使えば、音声、ビデオ、チャット、メモなど、WebEx ミーティング中のすべての内
容を録画できます。
WebEx ミーティングを録画するには 2 つの方法があります:ネットワークレコーダーによるネット
ワーク録画 (サーバーに録画) およびローカル録画です。ネットワーク録画の使用に必要な追加の
ハードウェアはありません。すべてのミーティング内容は、WebEx サーバーに自動録画され、そ
れらには簡単にアクセスすることができます。
録画を短くしたり、重要ではない部分を排除するなど、録画を変更したい場合は、私たちが提供
するもう一つのツールを使用すれば、変更が可能になります。もしあなたの録画を WebEx サービ
スサイトに保存した場合、その録画をウェブページに公開することが可能です。こうすることで、
他の人たちが再生したり、ローカルコンピュータにダウンロードして再生することが可能になり
ます。
次のプレーヤーおよびレコーダーを選択することができます:
高度録画形式 (.arf)
ファイル対応の
WebEx ネットワー
ク録画プレーヤー

これを使用して ARF 形式の録画を再生します (ネットワーク録画)。プレー
ヤーを使用して録画を Windows Media (.wmv) または Flash (.swf) 形式または
MPEG-4 形式 (MP4) に変換します。プレーヤーで編集する必要はありませ
ん。プレーヤーは編集には対応していません。録画の最初と最後の部分の
カット、ビデオやチャットのパネルの排除など、基本的な編集はあなたの
WebEx サービスサイトの録画プロパティでサポートされています。

録画形式 (.wrf) ファ
イル対応の WebEx
レコーダーおよびプ
レーヤー

ローカルコンピュータに WebEx 専用の WRF 形式で録画を保存することが
できるスタンドアロン版のレコーダーとプレーヤーです。アプリケーショ
ンやソフトウェアのデモンストレーションを録画して、トレーニング資料
として使用することが可能です。それから、あなたの WebEx サイトに録画
をアップロードし、提供されるストリーミング/ダウンロード URL を招待
したい相手に送信し共有します。

WebEx 録画エディ
タ

WRF 形式の録画の一部を加えたり、削除したり、またはアレンジを加えた
りするためにこのツールを使用します。

各プレーヤーの詳細については、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。
録画ファイルを再生するために何が必要ですか?
WebEx 録画を再生するには、お使いのコンピュータにサウンドカードがインストールされている
必要があり、さらにウェブ上の録画を再生するには、お使いのコンピュータがインターネットに
接続されている必要があります。
WebEx スタンドアロンレコーダーを使用するときに電話会議を録音するには、次のものを持って
いる必要があります:
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• コンピュータのヘッドセット (プレゼンタのみ)
• 電話ヘッドセット (電話会議中に発言するプレゼンタには標準以上の電話ヘッドセットを推
奨します)
• 電話録音アダプタ

（注）

お使いの電話をコンピュータに接続する場合に必要になります。WebExでは
DynaMetric TLP-120 または TMP-636 アダプタの使用をお勧めしています。
TMP-636 アダプタは、UCF リッチメディアを含む録画でとても便利です。

• ユニバーサルアンプ (WebEx は、Plantronics MX10 ユニバーサルアンプとヘッドセットを推奨
します)
他のマルチメディアプレーヤーを使って WebEx 録画ファイルを再生できますか?
はい、まずはじめに WebEx サービスサイトから録画をダウンロードして、それから Windows Media
(.wmv) 形式、Flash (.swf) 形式、あるいは MPEG-4 (MP4) 形式に変換します。ネットワーク録画
(.arf) を Windows Media ファイル (.wmv) 形式、Flash (.swf) 形式、または MPEG-4 形式 (MP4) に変
換するには、WebEx ネットワーク録画プレーヤーを使用します。

（注）

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。
ローカル録画 (.wrf) を WMV 形式に変換するには、WebEx 録画エディタを使用します。
WebEx レコーダー、エディターおよびプレーヤーの入手方法は?
WebEx サイトのアカウントがあれば次の方法で入手できます:
1 左側のナビゲーションバーにある [サポート] をクリックします。
2 [ダウンロード] を選択します。
3 [レコーダーとプレーヤー] セクションまでスクロールダウンして、[録画および再生] のリンク
をクリックします。
4 適切なプレーヤーをダウンロードします。
WebEx ネットワーク録画ファイル (ARF) を Windows メディアファイル形式 (WMV)、Flash 形式
(SWF)、または MPEG-4 形式 (MP4) に変換するには?
WebEx ネットワーク録画プレーヤーを起動して ARF ファイルを開きます。[ファイル > > 形式を
変換] の順に選択し、希望の形式を選択します。ポップアップ表示されるダイアログで好みの構成
を選択したら、[変換] を選択します
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（注）

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。

ARF ファイルを MP4 形式に変換する際に、URL、ユーザー名およびパスワードの入力が求められ
ました。どうすればよいですか?
あなたのWebEx サイトの URL を入力します。例、company.webex.comユーザー名とパスワードは
あなたの WebEx ユーザー名とパスワードです。

（注）

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。

WebEx サイトにより、自社のウェブサイトへのサインイン (シングルサインオン) が求められます。
そして WebEx ユーザー名とパスワードは持っていません。ARF ファイルを MP4 形式に変換する場
合はどうすればよいですか?
ARF ファイルから MP4 形式への変換は、シングルサインオンに連携された WebEx サイトでは現
在対応していません。
DynaMetric アダプタをコンピュータと電話に接続するにはどうすればよいですか?
アダプタを電話に接続するには:
1 電話の受話器またはヘッドセットを電話の受話器ジャックから抜いて、DynaMetric 電話コード
を受話器ジャックに挿します。
2 電話の受話器またはヘッドセットを DynaMetric アダプタに挿します。
3 DynaMetric の灰色のオーディオケーブルをコンピュータのマイクロフォンジャックに挿しま
す。DynaMetric TMP-636 ユニットを使用する場合、DynaMetric の黒いケーブルをコンピュー
タのヘッドフォンジャックに挿します。

ネットワーク録画つまり「サーバーに録画」
• ネットワーク録画 (NBR) つまり｢サーバーに録画｣とは?
• どのサービスでネットワーク録画を使用できますか?
• 主催者がネットワーク録画を使用することができるサポート済みの OS はどれですか?
• 自分のミーティングでネットワーク録画を使用するために追加のハードウェアを用意する必
要はありますか?
• 1 時間の録画ファイルのサイズは通常どれくらいですか?
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• 録画ファイルを表示したり配布したりできるようになるまでにどのくらいの時間がかかりま
すか?
• 自分の録画ファイルはどこにありますか?
• WebEx ネットワーク録画プレーヤーはどうやって入手できますか?
• 自分の録画ファイルを出席者に公開するにはどうすればよいですか?
• ネットワーク録画はミーティング中のすべてのコンテンツを録画しますか?
• ネットワーク録画は他社製の音声サービスを録音しますか?
• ネットワーク録画は VoIP および音声ブロードキャスティングを録音しますか?
• サーバー上に録画しているときに、録画を一時停止することは可能ですか?
• サイトのアップグレード後から、最新の WebEx ネットワーク録画プレーヤーでネットワー
ク録画を再生できません。どうすれば良いですか?

ネットワーク録画 (NBR) つまり｢サーバーに録画｣とは?
ネットワーク録画 (NBR) は、WebEx のお客様が WBS25 以降のサービスで利用できる最新の録画
オプションです。ネットワーク録画は、後ほど再生や共有を行うために、WebEx 統合型音声、
VoIP 音声、サードパーティ音声会議などすべてのコンテンツを録音できます。ネットワーク録画
ファイルは可用性の高い WebEx ストレージサーバーに保存されます。これによりすべてのミー
ティングコンテンツに簡単にアクセスできます。
WRF 形式ファイル向けのスタンドアロン WebEx レコーダーとは異なり、ネットワーク録画は完
全に WebEx クライアントの中で機能し、電話会議を録音するための電話録音アダプタなどの追加
ハードウェアを使用する必要はありません。またネットワーク録画は、あなたの WebEx サービス
サイト経由で基本的な編集機能を提供します。ビデオ編集アプリケーションを使用する必要はあ
りません。
どのサービスでネットワーク録画を使用できますか?
WebEx Meeting Center、Event Center、Support Center、および Training Centerです。
主催者がネットワーク録画を使用することができるサポート済みの OS はどれですか?
ネットワーク録画を使う主催者は、Windows、Mac、Linux、および Solaris OS の利用が可能です。
自分のミーティングでネットワーク録画を使用するために追加のハードウェアを用意する必要は
ありますか?
いいえ、あなたのサイトで設定を有効にするだけです。ミーティングマネージャが実行されてい
る限り、電話会議を含む、あなたのすべてのミーティング中の内容を録画できます。
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1 時間の録画ファイルのサイズは通常どれくらいですか?
サイズはミーティングの内容により大きく異なります。ビデオを使用しないミーティングのサイ
ズは、通常 15 - 40MB です。ビデオを使用するミーティングのサイズは約 250MB です。
録画ファイルを表示したり配布したりできるようになるまでにどのくらいの時間がかかりますか?
録画はミーティング終了から、通常 30 分 - 24 時間後には準備が完了します。
自分の録画ファイルはどこにありますか?
あなたの録画は [マイ WebEx]、[マイファイル] セクションの [マイ録画] タブ中に配置されます。
WebEx ネットワーク録画プレーヤーはどうやって入手できますか?
[サポート > ダウンロード > 録画と再生] から WebEx ネットワーク録画プレーヤーをダウンロー
ドできます。
自分の録画ファイルを出席者に公開するにはどうすればよいですか?
あなたの録画が [マイ WebEx] の [マイファイル] に配置されると、ストリーミングの URL が生成
され、メール経由で送信するか、または WebEx サービスサイトに投稿するか、または他のウェブ
サイトに投稿することも可能です。
ネットワーク録画はミーティング中のすべてのコンテンツを録画しますか?
ミーティングの出席者ビューすべてを録画します。これには次のもの含まれます:
• 公開チャット
• 注釈、公開された投票結果、メモ (公開が必要) を含むすべてのデータが含まれます
• プレゼンタのビデオ (少なくとも 1 人の出席者が出席する必要があります)
• WebEx 音声 (VoIP および電話) およびサードパーティ音声
次の内容は録画されません:
• すべての主催者とのプライベートチャット
• 主催者により共有されない投票結果
• ブレイクアウトセッション (Training Center)、メディアビューア (Event Center)、クローズド
キャプション (Meeting Center)、およびリハーサル (Event Center) パネルは録画も再生もされ
ません
• マルチポイントビデオを録画する場合、プレゼンタのビデオだけが録画され、再生されます
ネットワーク録画は他社製の音声サービスを録音しますか?
はい。録画の開始時に、サードパーティの電話会議番号を入力すればサードパーティ音声も録音
することができます。
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ネットワーク録画は VoIP および音声ブロードキャスティングを録音しますか?
はい、まず録画を開始して、それからあなたの音声を選択します。
サーバー上に録画しているときに、録画を一時停止することは可能ですか?
はい。サーバー上に録画している場合、[一時停止] ボタンが、[録画] パネルに表示されます。
サイトのアップグレード後から、最新の WebEx ネットワーク録画プレーヤーでネットワーク録画
を再生できません。どうすれば良いですか?
WBS28.9 以降、WebEx ネットワーク録画プレーヤーに新しい音声エンジンが組み込まれたため、
古い音声コーデックが排除されました。この変更により、VoIP のみの音声を使用するネットワー
ク録画ファイル (.arf) で、なおかつ WBS27.12 (2010 年 3 月以前) より前のリリースで作成されたも
のは、この最新のネットワーク録画プレーヤーでは再生できなくなります (古いバージョンのネッ
トワーク録画プレーヤーでは再生可能です)。VOIP のみの音声を使用するネットワーク録画で
WBS27.12 以降で作成されたものは、最新のプレーヤーを使って問題なく再生できます。ハイブ
リッド音声 (VOIP と電話の両方、または電話のみ) を使用するネットワーク録画には影響があり
ません。古いバージョンのネットワーク録画へのアクセスが可能な場合は、録画ファイル (.arf) を
標準的なビデオ形式 (Windows Media ファイル (.wmv) 形式、Flash (.swf) 形式、または MPEG-4 形
式 (MP4) など) に変換できます。

（注）

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。

録画ファイルの再生
• 録画ファイルはストリーミングされますか、それともコンピュータにダウンロードされるの
ですか?
• コンピュータをインターネットに接続しなくても録画ファイルを再生できますか?
• サイトのアップグレード後から、最新の WebEx ネットワーク録画プレーヤーでローカル録
画ファイルを再生できません。どうすれば良いですか?

録画ファイルはストリーミングされますか、それともコンピュータにダウンロードされるのです
か?
録画の所有者 (ミーティング主催者) として、ストリームのリンクを選択して録画をストリームす
るか、あるいはダウンロードのリンクをクリックして録画ファイルをダウンロードするかを選択
できます。録画を所有していない場合は、主催者に、録画のストリーミングまたはダウンロード
のリンクを送信してもらうよう依頼します。
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コンピュータをインターネットに接続しなくても録画ファイルを再生できますか?
はい。適切なスタンドアロンプレーヤーをダウンロード、インストールする必要があります。[サ
ポート > ダウンロード > 録画と再生] をクリックします。
ネットワーク録画 (.arf) を再生するには、アドバンスト録画形式ファイル用の WebEx ネットワー
ク録画プレーヤーをインストールします。ローカル録画 (.wrf) を再生するには、WRF 形式のファ
イル用の WebEx レコーダーおよびプレーヤーをインストールします。
サイトのアップグレード後から、最新の WebEx ネットワーク録画プレーヤーでローカル録画ファ
イルを再生できません。どうすれば良いですか?
WBS28.9 以降、WebEx プレーヤーおよび WebEx 録画エディタに新しい音声エンジンが組み込ま
れました。これらのアプリケーションからは古い音声コーデックが削除されています。この変更
により、WBS27.12 より前のリリースで作成されたローカル録画ファイル (.wrf) も最新の WebEx
プレーヤーおよび WebEx 録画エディタでは再生できません (古いバージョンのアプリケーション
を使用することで再生可能です)。WBS27.12 以降で作成されたローカル録画は、新しいプレーヤー
を使って最新リリース上で問題なく再生できます。
古いバージョンの WebEx 録画エディタへのアクセスが可能な場合は、ローカル録画ファイル (.wrf)
を Windows Media ファイル (.wmv) などの標準的なビデオ形式に変換できます。

録画ファイルの作成と公開
• WebEx ミーティング、イベント、セッション中のすべてのものが録画されますか?
• WebEx ミーティング、イベント、またはセッションの録画方法は?
• イベントが録画されると、その録画のデータはどこに保存されるのですか?
• 自分以外に録画を公開する方法は?
• インターネット電話 (VoIP) 会議を録音することはできますか?
• UCF マルチメディアを含む WebEx ミーティングを録画することはできますか?
• ローカル録画を使用している際に音声品質を高めるにはどうしたらよいですか?
• WebEx が対応する音声圧縮およびサンプリングレートは?どれを使用すればよいですか?
• 録画ファイルのデータサイズは?

WebEx ミーティング、イベント、セッション中のすべてのものが録画されますか?
はい。音声、ビデオ、デスクトップ共有、注釈、チャットなどが録画されます。

Training Center よくある質問 (バージョン WBS29.11)
34

録画および再生
録画ファイルの作成と公開

WebEx ミーティング、イベント、またはセッションの録画方法は?
WebEx ミーティング、イベント、セッションを開始あるいは参加したら、[録画] ボタンを押すだ
けです。
あるいは、Meeting Center の [ミーティング] メニュー、Event Center の [イベント] メニュー、Training
Center の [セッション] メニューに移動して、[録画を開始] を選択してください。
Support Center のセッションコントールパネルから [録画] ボタンをクリックします。

（注）

あなたが参加者の場合、主催者が録画機能を有効にしている場合にのみ、録画を開始できま
す。

イベントが録画されると、その録画のデータはどこに保存されるのですか?
ネットワーク録画 (サーバーに録画) を使用する場合、あなたの WebEx サービスサイトの [マイ
WebEx]、 [マイファイル] の [マイ録画] タブからあなたの録画を見つけることができます。
自分以外に録画を公開する方法は?
ネットワーク録画 (サーバーに録画) を使用して作成された録画は、あなたの WebEx サービスサイ
トの [マイ WebEx > マイファイル>マイ録画] タブの下にあります。各録画には、ストリーミング/
ダウンロードのリンクが録画リストの右側にあり、メールで他のユーザーに送信できます。
[メールを送信] アイコンをクリックして、[マイ録画を共有する] ダイアログボックスを開きます。
メールを他のユーザーに送信することで、録画の視聴を可能にします。
他のユーザーがアクセスできるように、あなたのウェブサイトに録画の再生/ダウンロードリンク
を公開することも可能です。詳細は、サポートページの [ウェブサイト上での録画データのスト
リーミング] ガイドを参照してください。
インターネット電話 (VoIP) 会議を録音することはできますか?
はい。
UCF マルチメディアを含む WebEx ミーティングを録画することはできますか?
はい。WebEx ミーティングから音声を録音すると同時に、UCF ファイルから音声を録音する場
合、DynaMetric TMP-636 または Plantronics MX-10 等のアダプタを使用します。これらのアダプタ
を使うことで、あなたの電話の音声をコンピュータのサウンドカードに転送することが可能にな
ります。これにより、コンピュータのサウンドカード経由して電話から音声を送信することがで
きます。ビデオまたは Flash ファイルを録画するには、コンピュータビデオカードのハードウェア
アクセレレーション (またはビデオオーバーレイ) を無効にしてください。詳細は Windows Media
Player のオンラインヘルプを参照してください。
ローカル録画を使用している際に音声品質を高めるにはどうしたらよいですか?
音質が悪いまたは音声が無い場合は次のことを確認します。
• WebEx 音声セットアップウィザードを使用して音量をテストします。
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• マイクからではなく、ソースデータから音声を録音する場合、録画の開始後、適切な録音
ソースを選択してください。
• 再生中に「ノイズ」が発生する場合、古いバーションの WebEx プレーヤーを使用している
可能性があります。コンピュータにプレーヤーを再インストールして、もう一度お試しくだ
さい。
WebEx が対応する音声圧縮およびサンプリングレートは?どれを使用すればよいですか?
WebEx でサポートされる音声の録音形式は以下のとおりです:
• G.723 (8 kHz) これはデフォルト設定です。インターネット経由のストリーミングに適切で
す。
• PCM (8 kHz、22 kHz、44 kHz) 音質は向上しますが、ファイルサイズも大きくなります。こ
れは、CD-ROM で配布するような録画にしかお勧めできません。
録画ファイルのデータサイズは?
1 時間の録画データで 15 から 40MB になります。このデータサイズは、録画ファイルにチャッ
ト、メモ、ビデオ、その他の機能が含まれるかどうかで大きく異なります。

録画ファイルの編集
• 録画は編集できますか?
• 録画の音声部分を編集することは可能ですか?
• 録画ファイルにマーカーを加えることはできますか?

録画は編集できますか?
はい。WebEx WRF プレーヤーまたは WebEx レコーダー、プレーヤーおよび録画エディタを使っ
て作成された録画ファイルは、WebEx 録画エディタを使用して、追加、削除など録画ファイルに
アレンジを加えることが可能です。CD のトラックのように、録画ファイル上にセグメントを指定
することで、再生中に簡単に目的の再生ポイントに移動することができます。WebEx 録画エディ
タは、サポートページからダウンロードすることができます。
ネットワーク録画 (サーバー上に録画) を使って作成された録画ファイルの一般的な編集は、[再生
コントロール] にある [録画のプロパティ] ページから実行できます。再生から排除したいパネル
(参加者、チャットなど) を削除できます。
追加の編集が必要な場合は、WebEx ネットワーク録画プレーヤーを使って録画をWindows Media
ファイル (.wmv) 形式、Flash (.swf) 形式、あるいは MPEG-4 形式 (MP4) のファイルに変換できま
す。それからサードパーティの編集ツールを使ってファイルを編集できます。
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（注）

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。

録画の音声部分を編集することは可能ですか?
はい、しかしこの機能はローカル録画 (.wrf) のみで有効です。「ダビング」機能により、録画の
すべてまたは一部に音声を追加することが可能です。録画に音声を追加するには:
1 WebEx 録画エディタを使用して WebEx 録画ファイルを開きます。
2 現在の位置インジケータを使って、ダビングを開始する位置を指定します。
3 [ツール] メニューの [音声のダビング] を選びます。
4 指定した位置でダビングを自動終了したい場合は、終了点を指定します。
5 [OK] を選択します。
録画ファイルにマーカーを加えることはできますか?
はい、しかしこの機能はスタンドアロン版 WebEx 録画エディターのみで有効です。マーカーを使
用して録画ファイルの一定のポイントを指定することが可能です。録画中にキーボードのCtrl-Alt-M
キーを押してマーカーを加えます。

WebEx が有効な TelePresence ミーティングの録画
• WebEx が有効な TelePresence ミーティングを録画できますか?

WebEx が有効な TelePresence ミーティングを録画できますか?
はい、WBS29 以降、WebEx が有効な TelePresence 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。通常の WebEx ミーティングと同様に [録画] を押すだけ
です。録画はマイ WebEx セクションの [マイファイル > マイ録画ミーティング] で確認できます。
• ファイル形式:WebEx が有効な TelePresence ミーティング録画は MP4 形式で保存されます。
• 録画の確認:録画は [マイ録画ミーティング] リストで確認できます。[再生] ボタンを押すだけ
です。WebEx のストリーミングプレーヤーなら、画面共有、ビデオカメラフィード、参加者
リスト、チャット、投票も表示されます。
• 録画のダウンロード:ミーティングの画面共有と音声を MP4 ファイル形式でダウンロードで
きます。この形式は標準的なビデオプレーヤーで再生可能です。
• 録画の編集:録画を編集するには、MP4 ファイルをダウンロードして MP4 ビデオエディタを
使用します。
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• 音声マップ:WebEx ストリーミングプレーヤーの新機能は各発言者の発言時間を表示します
(最大 6 名)。音声マップを使えば、各参加者が発言しているミーティングの特定箇所に移動
することができます。
あなたが参加者の場合、主催者が録画機能を有効にしている場合にのみ、ミーティングの録画を
開始できます。

既知の問題と回避策
• どのような既知の問題がありますか?
• 録画ファイルを再生するとセキュリティメッセージが表示されるのはなぜですか?
• WOT 形式はまだサポートされていますか?
• 録画したいアプリケーションの画面が真っ黒です。どうすればよいですか?
• 自分のネットワーク録画ファイル (ARF) を Flash 形式 (SWF) に変換しましたが、Flash プレー
ヤーで再生できません。どうすればよいですか?

どのような既知の問題がありますか?
既知の問題は以下の通りです:
• 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。詳細と手順については、暗号化キーのアップデートの WebEx FAQ を参照ください。
https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/key-modification-update-faq.htm
• バージョン 2.1 以降のレコーダーで作成された新しい録画は、2.1 より前のプレーヤーでは再
生できません。 2.1 以降のプレーヤーをダウンロードして、アップグレードしてください。
• 録画エディタを使って、2.1 より前の WRF を 2.1WRF ファイルに統合することはできませ
ん。
• Solaris 版のプレーヤーでは、WebEx VoIP 会議の音声を再生することができません。
• 主催者がミーティングを開始し、主催者が彼のウェブカメラのビデオを共有し、そして他の
参加者がいないミーティングの録画を始めた場合、録画のビデオ再生に、停止されたビデオ
が長時間に渡って映し出される可能性があります。
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録画ファイルを再生するとセキュリティメッセージが表示されるのはなぜですか?
ウェブから録画を再生しようとするとセキュリティメッセージが表示されます。Windows OS は、
このメッセージを表示することで、お使いのウェブブラウザにプラグインがインストールされる
ことについて警告します。
メッセージが表示されたら、Internet Explorer の場合は [はい] をクリックして、WebEx プレーヤー
のインストール続行を許可してください。このプラグインが、ご利用のコンピュータやネットワー
クに対してセキュリティ上の問題を起こすことはありません。
WOT 形式はまだサポートされていますか?
WOT は以前使用されていた WebEx 録画形式です。WebEx WOT プレーヤーを使えば、WOT 形式
の録画を引き続き再生することができます。しかし、最新の WebEx プレーヤーでは WebEx 録画
形式 (WRF) 以外の録画を再生することはできません。
録画したいアプリケーションの画面が真っ黒です。どうすればよいですか?
ビデオファイルを再生するアプリケーションなど、ビデオオーバーレイを使用するアプリケーショ
ンを録画していることが考えられます。これらのアプリケーションを録画するには、コンピュー
タビデオカードのハードウェアアクセレレーション (またはビデオオーバーレイ) を無効にします。
ハードウェアアクセラレータを無効にするには、Windows Media Player オンラインヘルプを参照し
ます。
自分のネットワーク録画ファイル (ARF) を Flash 形式 (SWF) に変換しましたが、Flash プレーヤーで
再生できません。どうすればよいですか?
Adobe Flash プレーヤー バージョン11.4 以降を使用している場合、お使いの WebEx ネットワーク
録画プレーヤーをバージョン WBS28.9 以降に更新する必要があります。WebEx ネットワーク録画
を更新したら、[高キーフレームレート] 変換オプションを選択し、ARF ファイルを SWF 形式に変
換できます。
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グローバルサイトバックアップ
• 一般的な質問, 41 ページ

一般的な質問
• GSB とは?WebEx のバックアップサイトの名前を教えてください。
• WebEx バックアップサイトとプライマリサイトは隔離されていますか?
• 必要時に自動的にバックアップサイトにリダイレクトされるのですか?
• ミーティングがバックアップサイトにリダイレクトされるのはどのような時ですか?
• ミーティング中にプライマリサイトに障害が発生した場合はどうなりますか?
• プライマリサイトでスケジュールしたミーティングにバックアップサイトからアクセスする
ことは可能?
• バックアップサイトで新しいユーザーアカウントを作成して、プライマリサイトでこのアカ
ウントを使用できますか?
• バックアップサイトでミーティングをスケジュールして、プライマリサイトでそのミーティ
ングを開始することは可能?
• 保守作業はいつ実施していますか?
• バックアップサイトにアクセスしていることを知る方法を教えてください。
• プライマリサイトのバックアップが行われる頻度を教えてください。また、サイトのバック
アップはいつ実行されますか?
• プライマリサイトがダウンしていないときでもバックアップサイトを使用することは可能?
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• バックアップサイトを使用するとき、バックアップサイトからプライマリサイトの情報にア
クセスするのでしょうか?
• バックアップサイトは XML API に対応していますか?
• Client API (SDK) は、バックアップサイトではサポートされますか?
• バックアップサイトでは、ブランド化やカスタマイズの情報を利用できますか?
• カスタマイズページをバックアップサイトで利用することは可能ですか?
• バックアップサイトの利用状況を追跡する方法は?
• プライマリサイトからバックアップサイトに誘導される場合は、電話会議番号は変更になり
ますか?

（注）

これらの FAQ は管理者のみ対象としています。

GSB とは?WebEx のバックアップサイトの名前を教えてください。
GSB はグローバルサイトバックアップ （Global Site Backup） の省略名称です。WebEx のグロー
バルサイトバックアップ (GSB) システムにより、災害時であっても業務を継続することができま
す。また、保守作業中や他のシステム停止時の、代替サイトとして利用できるメリットもありま
す。GSB により、それぞれのお客様に予備の WebEx サイトが提供されます。GSB システムでは、
プライマリサイトとバックアップサイト間でリアルタイムの双方向データ同期を行うことができ
ます。すべてのお客様が GSB のサポート対象となっています。
WebEx バックアップサイトとプライマリサイトは隔離されていますか?
はい。バックアップサイトはプライマリサイトとは別に稼働しています。WebEx は、プライマリ
サイトとは地理的に異なる場所にある別のシステム上でバックアップサイトをホスティングして
います。
必要時に自動的にバックアップサイトにリダイレクトされるのですか?
はい。GSB システムは、ミーティングシステム全体に障害が発生した場合に自動的にバックアッ
プサイトへのリダイレクトを実施します。プライマリサイトでミーティングを開始した後でシス
テム全体の障害によりプライマリサイトで障害が発生した場合は、バックアップサイトの同一の
スケジュール済みミーティングに自動的に誘導されます。部分的なシステム障害が発生した場合
は、WebEx 側の判断でサービスが GSB サイトに切り替えられます。
ミーティングがバックアップサイトにリダイレクトされるのはどのような時ですか?
スケジュール済みミーティングが開始される前にプライマリサイトに障害が発生した場合は、次
のようになります。ミーティングのデータはプライマリサイトとバックアップサイトの間でリア
ルタイムに同期化されているので、スケジュール済みミーティングはバックアップサイトで開催
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できます。バックアップサイトでスケジュールしたミーティングも、プライマリサイトがオンラ
インに復帰すれば同様に開催できます。
ミーティング中にプライマリサイトに障害が発生した場合はどうなりますか?
ミーティング中にシステム全体の障害のためにプライマリサイトで障害が発生した場合は、全員
(主催者および出席者) がミーティングから切断されます。ミーティングの全参加者は、プライマ
リサイトの URLを使用して再びミーティングに参加できます。このとき、参加者はバックアップ
サイトに誘導されます。ミーティングコラボレーションサーバーが引き続き機能している場合は、
プライマリサイトでミーティングを続行することができます。ただし、プライマリサイトで新た
にミーティングを開始することはできません。プライマリサイトのサービスが復帰するまでは、
バックアップサイトでのみ新しいミーティングを開始することができます。
プライマリサイトでスケジュールしたミーティングにバックアップサイトからアクセスすること
は可能?
GSBシステムにより、ユーザーアカウントとミーティング情報は、プライマリサイトとバックアッ
プサイト間で双方向にリアルタイムで同期化されます。バックアップサイトのミーティングにア
クセスするのは、プライマリサイトが利用できない場合のみです。
バックアップサイトで新しいユーザーアカウントを作成して、プライマリサイトでこのアカウン
トを使用できますか?
はい。バックアップサイトで作成されたユーザーアカウントは、プライマリサイトにリアルタイ
ムで複製されます。
バックアップサイトでミーティングをスケジュールして、プライマリサイトでそのミーティング
を開始することは可能?
現在の GSB システムでは可能です。バックアップサイトでミーティングをスケジュールすると、
そのミーティングは直ちにプライマリサイトに複製されます。バックアップサイトでスケジュー
ルしたミーティングは、プライマリサイトに表示されます。
保守作業はいつ実施していますか?
保守作業が行われる際には告知が事前に送信され、作業は通常の保守時間枠 (21:00 時～深夜) に実
施されます。この間にバックアップサイトへのフェイルオーバーが行われ、保守作業の完了後に
フェイルバックが行われます。サービスの可用性への影響はないと考えられます。
バックアップサイトにアクセスしていることを知る方法を教えてください。
GSB システムにより、バックアップサイトはプライマリサイトとまったく同じ表示形式になって
います。現在どちらのサイトに接続しているかを知るには、アドレス
「http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php」を入力してください。プライマリサイ
トに接続していれば、「Primary」というメッセージが表示されます。GSB サイトに接続していれ
ば、「Backup」というメッセージが表示されます。
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プライマリサイトのバックアップが行われる頻度を教えてください。また、サイトのバックアッ
プはいつ実行されますか?
GSB システムにより、サイトのデータはプライマリサイトとバックアップサイト間で双方向にリ
アルタイムで同期化されます。プライマリサイトを更新する必要がある場合は、太平洋標準時の
午後 9 時から午前 0 時という、通常の保守時間枠に更新を実施します。プライマリサイトに対す
る保守更新作業は、直ちにバックアップサイトに反映されます。
プライマリサイトがダウンしていないときでもバックアップサイトを使用することは可能?
いいえ、GSB システムでは、お客様がアクセスできるのは常に 1 つのサイトのみです。プライマ
リサイトが機能していればプライマリサイト、プライマリサイトが利用できない場合にはバック
アップサイトにアクセスすることになります。プライマリサイトがダウンしている場合、ミーティ
ング要求は WebEx ネットワークにより自動的にバックアップサイトにリダイレクトされます。
バックアップサイトを使用するとき、バックアップサイトからプライマリサイトの情報にアクセ
スするのでしょうか?
はい。プライマリサイトから複製されたミーティングをバックアップサイトで開始する場合、ミー
ティングの状況 ([進行中]/[今すぐ参加]) がプライマリサイト上のオリジナルミーティングに対し
て表示されます。出席者はバックアップサイトで開始されたミーティングにプライマリサイトか
ら参加することができます。
バックアップサイトは XML API に対応していますか?
GSB によるバックアップサイトは XML API に対応しています。GSB の場合、プライマリサイト
とバックアップサイトが同じ URL を使用するので、統合コードを修正する必要はありません。
Client API (SDK) は、バックアップサイトではサポートされますか?
現在の RUN サイトの API ユーザー向けサポートと比較して、パートナー向け GSB API サポート
のほうがより多くの機能を提供します。RUN サイトはユーザーアカウントとブランド情報のみを
保有しますが、GSB サイトは、さらに多くの機能をサポートします。また、GSB では、
「http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php」と入力することで、API ユーザーが
バックアップサイトにアクセスしているかどうか検出することができます。プライマリサイトに
接続していれば、「Primary」というメッセージが表示されます。GSB サイトに接続していれば、
「Backup」というメッセージが表示されます。RUN サイトにはバックアップサイトを示す情報は
ありません。
バックアップサイトでは、ブランド化やカスタマイズの情報を利用できますか?
GSBシステムにより、ユーザーアカウントとミーティング情報は、プライマリサイトとバックアッ
プサイト間で双方向にリアルタイムで同期化されます。サイトのブランド情報は日に 1 度、プラ
イマリサイトからバックアップサイトに複製されるだけです。バックアップサイトでブランド情
報を更新しても、プライマリサイトでその情報を利用することはできません。
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カスタマイズページをバックアップサイトで利用することは可能ですか?
はい。GSB の複製システムにより、カスタマイズしたすべてのページとクライアントのバージョ
ンが日に 1 度、プライマリサイトからバックアップサイトに複製されます。カスタマイズしたペー
ジとクライアントがバックアップサイトで利用できるようになるには、通常、24 時間かかりま
す。
バックアップサイトの利用状況を追跡する方法は?
WebEx では、バックアップサイトの利用状況は関連プライマリサイトと結合されています。プラ
イマリサイトに関するレポートに、プライマリサイトとバックアップサイト両方の利用状況が掲
載されます。
プライマリサイトからバックアップサイトに誘導される場合は、電話会議番号は変更になります
か?
いいえ。バックアップサイトでもプライマリサイトと同じ電話会議番号を使用することになりま
す。
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Universal Communications Format(UCF)
• 一般的な質問, 47 ページ
• UCF ファイルの使用, 48 ページ
• 既知の問題と回避策, 50 ページ

一般的な質問
• UCF とは?
• リッチメディアコンテンツファイルを簡単に使い始める方法は?
• リッチメディアコンテンツを使用することで自分の WebEx セッションやネットワーク性能
に影響をあたえることはありますか?
• 帯域幅の大量消費を心配しています。UCF リッチメディア機能を無効にすることはできます
か?

UCF とは?
UCF は、WebEx セッションの中でリッチメディアファイルを表示できる特別なファイル形式で
す。さらに、PowerPoint や Excel ファイルなど、任意のタイプのドキュメントを共有できます。
UCF ファイルは次の形式のリッチメディアコンテンツに対応します:
• WebEx WRF 録画 (詳細は、録画および再生, （27 ページ） を参照してください。)
• ビデオ
• オーディオ
• Flash ファイル
• ウェブページ
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• サードパーティのリッチメディアコンテンツ (パートナー連携による)
WebEx Universal Communications Toolkit には、UCF マルチメディアプレゼンテーションを作成、
共有するために役立つ Microsoft PowerPoint 用のプラグインが含まれています。さらに、ツール
キットには、UCF ファイルのオフラインビューアである WebEx ドキュメントマネージャが含まれ
ています。
Toolkit に関する詳細は、WebEx サービスサイトのサポートページにある「UCF はじめに」を参照
してください。
リッチメディアコンテンツファイルを簡単に使い始める方法は?
コンピュータが適切に設定されていることを確認するために、出席者がセッションに参加する前
に [ リッチメディアプレーヤーの確認 ] オプションを選択し、出席者がセッションに参加する前に
各自でテストを行ってもらいます。
リッチメディアコンテンツを使用することで自分の WebEx セッションやネットワーク性能に影響
をあたえることはありますか?
WebEx では様々な技術を駆使し、WebEx セッションに与える影響を最小限に留めています。リッ
チメディアコンテンツ共有のネットワーク利用率が増加しても、通常において、トラフィックの
ネットワークへの影響はごくわずかです。
帯域幅の大量消費を心配しています。UCF リッチメディア機能を無効にすることはできますか?
はい。WebEx サイト管理者に依頼してサービスサイトの UCF リッチメディアを無効にしてもらい
ます。

UCF ファイルの使用
• WebEx ミーティング中に、リッチメディアコンテンツファイルを共有することはできます
か?
• リッチメディアコンテンツファイルを含む WebEx セッションを録画することはできますか?
• ローカルメディアファイルの挿入と URL の挿入の違いは?どちらの方法を推奨しますか?
• 質問: 各メディアタイプがサポートしているファイル形式を教えてください

WebEx ミーティング中に、リッチメディアコンテンツファイルを共有することはできますか?
はい。すべての出席者が各コンピュータにリッチメディアプレーヤーをインストールしているか
確認します。リッチメディアコンテンツファイルを使用するミーティングの準備は次のとおりで
す。
• アドバンストミーティングスケジューラを使用し、[出席者の招待] をクリックします。
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• 出席者の招待ページで、[出席者に、リッチメディアプレーヤーの確認を要求する] オプショ
ンを選択します。このオプションを選択すると、出席者がセッションに参加する際に、リッ
チメディアファイルが再生できるかどうかの確認のテストが促されます。
• ミーティングオプションページで、[出席者に対して UCF リッチメディアを有効] オプション
を選択します。
• プレゼンテーションを作成する時、スライドプレゼンテーションをプレビューして再生コン
トロールが表示されているか確認します。
リッチメディアコンテンツファイルを含む WebEx セッションを録画することはできますか?
はい。UCF ファイルからの音声と電話会議からの音声の両方を録音する場合、DynaMetric TMP-636
または Plantronics MX-10 等のアダプタを使用します。これにより、コンピュータのサウンドカー
ド経由して電話から音声を送信することができます。ビデオを録画するには、コンピュータビデ
オカードのハードウェアアクセレレーション (またはビデオオーバーレイ) を無効にしてください。
詳細は Windows Media Player のオンラインヘルプを参照してください。
ローカルメディアファイルの挿入と URL の挿入の違いは?どちらの方法を推奨しますか?
ウェブサーバーまたはストリーミングサーバー上に格納されたファイルにリンクを作成するため、
URL を挿入します。ファイルを挿入する場合は、自分のコンピュータまたはローカルネットワー
ク上のコンピュータにローカルに格納されたファイルを使用します。

（注）

リッチメディアコンテンツファイルを挿入して他の人に送信する場合、挿入したファイルも一
緒に送信しなければいけません。「zip」形式ですべてのプレゼンテーションファイルを圧縮
して送信する方法が一番簡単です。UCF Toolkit のドキュメントマネージャを使用すると、UCF
ファイルを保存するときにリッチメディアコンテンツを UCF ファイル内に保存することがで
きます (埋め込みと呼ばれます) 。この場合、UCF ファイルのみを他のユーザーに送信する必
要があります。

質問: 各メディアタイプがサポートしているファイル形式を教えてください
WebEx UCF に対応するファイルの種類は以下の通りです:
表 1：対応するファイル形式

OS

メディアタイプ

形式

ウェブページ

Internet Explorer でサポートさ Windows
れる任意の形式。 HTML、
ASP、PHP など

*.html、*.htm、*.asp、
*.php

WebEx 録画

WebEx WRF ファイル

*.wrf

Windows

ファイル拡張子
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メディアタイプ

形式

OS

ファイル拡張子

オーディオ

Advanced Streaming Format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wma

Windows Media Audio (WMA)

Windows

*.mp3

MPEG Audio Layer-3

Windows

*.mp2、*.mpv2

MPEG Audio Layer-3

Windows

*.mpa

MPEG Audio

Windows

Musical Instrument Digital
Interface (MIDI)

*.mid、*.midi、*.rmi

Windows

*.au

Windows

*.snd

Windows

*.wav

Windows

*.cda

Windows

*.aiff、*.aif、*.aifc

Advanced Streaming Format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wmv

Windows Media Video (WMV)

Windows

*.avi

Audio Video Interleave (AVI)

Windows

*.mpg、*.mpeg、
*.m1v、*.mpe

UNIX Audio (AU)
Sound (SND)
Audio for Windows (WAV)
CD Audio (CDA)
Audio Interchange File Format
(AIFF)
ビデオ

MPEG

Flash

QuickTime movie

Mac OS、
Windows

Flash

Windows

*.mov、*.qt
*.swf

既知の問題と回避策
• リッチメディアコンテンツファイルの使用に関する既知の問題は?
• Macintosh、Solaris、または Linux 環境のコンピュータで UCF を使用できますか?

リッチメディアコンテンツファイルの使用に関する既知の問題は?
既知の問題のリストを次に示します。
• WebEx 録画、音声、およびビデオのファイル使用時に [一時停] を選択しても、出席者のコン
ピュータ上では同じタイミングで一時停止が有効にならないことがあります。
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• UCF オブジェクト中の音声をミュートすると、Windows Vista を除き、コンピュータ全体、
つまり他のアプリケーションの音声もミュートされます。
• Microsoft Office XP SP1 または SP2 があるコンピュータで UCF ファイルが含まれたプレゼン
テーションを共有し、さらに Office XP マクロのセキュリティを「高」または「中」に設定
している場合、PowerPoint プレゼンテーションを WebEx セッションにインポートすることが
できません。
• Windows Media Player 9 がインストールされたマシンで ASF ファイルを表示できない場合は、
Windows Media Player 9 の最新バージョンにアップグレードしてください。
• URL 方式で QuickTime ムービーを共有するには、QuickTime 6 以降が必要です。
• GIF または PNG 形式のアニメーション画像は、アニメーションの最初の画像しか表示されま
せん。
• StarOffice 内のいくつかの形式の画像は表示されない場合があります。
• PowerPoint アニメーションで [単語単位で表示] または [文字単位で表示] を設定している場
合、設定した値にかかわらず、単語間または文字間でそれぞれ 10% の遅れが発生します。
• PowerPoint で 「テキストを段落でグループ化」を選択している場合、段落アニメーションは
順不同で表示される可能性があります。
• PowerPoint グラフアニメーションの「チャートを単位でグループ化」オプションはサポート
されていません。
• UCF は、グラフ、クリップアート画像、3D モデル、表、WordArt 画像、ダイアグラム、お
よび任意の OLE オブジェクト等のベクトル図形をサポートしていません。
• UCF は、一般的な図形に関して、色が変化するアニメーションをサポートしていません。
• PowerPoint アニメーションの「最後のスライドまで」オプションや「次のクリックまで」オ
プションは、プレゼンテーションを共有する際はサポートされていません。
• PowerPoint XP 以降で作成されたプレゼンテーションを PowerPoint 2000 がインストールされ
ているコンピュータで共有する場合、先頭スライドのマスタがすべてのスライドに適用され
ます。別のマスタを設定したスライドにも適用されます。
• UCF メディアファイル中の高解像度の画像の品質が、共有プレゼンテーションで劣化する場
合があります。
• PowerPoint の [影の設定] ツールバーで設定された影は、ミーティングでは表示されません。
ただし、デフォルトの影設定で設定された影は表示されます。
• 次のモーション効果は、PowerPoint スライドショーモードでの動きと同じようには機能しま
せん。バウンド、カーブ (下)、およびダウン。
• PowerPoint 2003 より前のバージョンの PowerPoint で作成されたプレゼンテーションは、一部
の画像の透明部分が白く表示される場合があります。
• マスタースライドのアニメーションはサポートされていません。
• 「フォント変更アニメーション」はサポートされていません。
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• Adobe PDF のカスタムフォントは表示することができません。代わりにデフォルトのフォン
トが表示されます。
• PowerPoint プレゼンテーションに埋め込まれたフォントが適正に表示されるのは、同じフォ
ントがプレゼンタのコンピュータにインストールされている場合のみです。同じフォントが
ない場合は、代わりにデフォルトのフォントが表示されます。
• 参加者のコンピュータ上の WebEx ミーティングマネージャーのパフォーマンスは、セッショ
ン中の Flash の再生により影響を受けることがあります。
• Flash ファイルを一時停止または停止することはできません。
Macintosh、Solaris、または Linux 環境のコンピュータで UCF を使用できますか?
表 1：対応するファイル形式, （49 ページ） を参照してください。
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