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第 1 章

Cisco Unified MeetingPlaceへようこそ

このユーザガイドでは、Cisco Unified MeetingPlaceエンドユーザインターフェイス（Webユー
ザポータルともいう）から会議をスケジュールしたり、会議に参加したりする方法について説

明します。また、会議記録へのアクセス、プロファイルアカウント設定の変更、および会議の

プリファレンスの変更の方法についても説明します。

CiscoWebExエンドユーザインターフェイスでの会議のスケジュール方法および会議への参加方
法、または Cisco WebEx Web会議室の機能の使用方法については、Cisco WebEx会議室の [ヘル
プ]オプションを選択してください。

CiscoUnifiedMeetingPlaceのセッション中の電話機能の使用方法については、次のサイトで『Quick
Start Guide:Attending and Scheduling a Cisco UnifiedMeetingPlace Release 8.0Meeting from Your Phone』
を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_
list.html

• プロファイルアカウントについて, 1 ページ

• サインイン方法, 3 ページ

• Cisco Unified Personal Communicatorから起動されたWeb会議について, 5 ページ

• [新しいサインインの強制]の使用, 6 ページ

プロファイルアカウントについて
Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルアカウントには、ユーザ IDとパスワード、連絡先情報、
権限などの、連絡先とアクセスに関するすべての情報が含まれています。プロファイルユーザと

してサインインしている場合は、システム管理者が制限付きでプロファイルを設定していない限

り、すべての機能を使用できます。

電子メールアドレスや電話番号などのアカウント内の特定の情報を変更することもできます。プ

ロファイル内の権限を変更する場合は、システム管理者に連絡してください。
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プロファイルユーザに限定される機能

Cisco Unified MeetingPlaceにサインインしているプロファイルユーザに限り、次の機能を使用で
きます。

•会議のスケジュールや開始を行う。

•会議 IDを使用して、未公開の会議を検索する。

•電話インターフェイスから会議を終了する。

•プロファイル設定を変更する。

サインインしないと、Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルを持っていても、ゲストユーザが
使用できる機能にしかアクセスできません。

ユーザ ID とパスワード
Cisco Unified MeetingPlaceのプロファイルを持っているすべてのユーザには、2つのユーザ IDと
パスワードがあります。1つのセットはWebからのアクセス用で、もう 1つのセットは電話から
のアクセス用です。

Webまたは電話インターフェイスから初めてサインインするときにパスワードを変更するよう
要求されます（システム管理者によって、このように設定されている場合）。

注

使用する ID とパスワードサインイン時に使用する手段

ユーザ IDと関連付けられたパスワードCisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータ
ル

電話のプロファイル番号と関連付けられた暗証

番号

タッチトーン式の電話機または

Cisco Unified MeetingPlace PhoneViewの Cisco
Unified IP Phone

関連トピック

• [新しいサインインの強制]の使用, 6ページ
• パスワードに関する問題, 67ページ
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プロファイル情報の検索

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

サインイン方法
プロファイルユーザとして Cisco Unified MeetingPlaceにサインインするには、3つの方法があり
ます。

•会議通知の電子メールの会議 IDリンクを選択して、Cisco Unified MeetingPlaceのWebユー
ザポータルに移動します。

• Cisco Unified MeetingPlaceサーバの電話番号をダイヤルし、案内に従います。

自動的に会議に接続されるようにプロファイルが設定されている場合は、サー

バにコールを発信するとすぐにサインイン状態になります。

注

• Webブラウザを開いて、Webユーザポータルの URLを入力します。

Webまたは電話インターフェイスから初めてサインインするときにパスワー
ドを変更するよう要求されます（システム管理者によって、このように設定

されている場合）。

注

プロファイルユーザとしてのサインイン

操作を行う前に

Cisco Unified MeetingPlaceユーザ IDとパスワードを用意してください。パスワードでは、大文字
と小文字が区別されます。

会議中にWebからサインアウトすると、会議のすべての部分から除外されます。注
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手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルのURLを入力します。

ステップ 2 [サインイン]を選択します。

ステップ 3 ユーザ IDを入力します。

ステップ 4 パスワードを入力します。

ステップ 5 (オプション) 毎回自動的にサインインするには、[ユーザ情報を保存]チェックボックスをオンに
します。

セキュリティの強化が必要な場合は、この機能を使用しないでください。

ステップ 6 [すぐにサインイン]を選択します。

トラブルシューティングのヒント

•何度もサインインしようとしてもできない場合は、失敗したサインインが最大試行回数を超
過している可能性があります。システム管理者に連絡して、プロファイルのロック解除を依

頼してください。

•パスワードを忘れた場合は、システム管理者に連絡してください。

• [ユーザ情報を保存]チェックボックスをオンにしていても、別の会議室がまだ開いている場
合には、新しいWebセッションにサインインできません。この場合は、[新しいログインの
強制]機能を使用して、前のセッションを終了します。

関連トピック

• ユーザ IDとパスワード, 2ページ
• [新しいサインインの強制]の使用, 6ページ

ゲストユーザとしてのサインイン

ゲストユーザは、Cisco Unified MeetingPlaceシステムにプロファイルを持っていません。ゲスト
ユーザは、特定の会議に参加したり、登録後に公開会議のリストを閲覧したりできます。ただし、

会議をスケジュールすることはできません。
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手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルのURLを入力します。

ステップ 2 [会議に参加]をクリックします。

ステップ 3 [サインイン]ページに、ゲストユーザの名前を入力します。

ステップ 4 (オプション) 参加する会議の IDがわかっている場合は、該当するフィールドにその IDを入力し
ます。

ステップ 5 [会議の検索]をクリックします。

関連トピック

• プロファイルユーザに限定される機能, 2ページ

Cisco Unified Personal Communicator から起動された Web
会議について

Cisco Unified Personal Communicatorユーザは、Cisco Unified Personal Communicatorクライアントか
らアドホックWeb会議を起動して、ホワイトボード、デスクトップ、アプリケーション、または
ドキュメントを共有しコラボレーションすることができます。このようなアドホック会議には、

CiscoUnifiedMeetingPlaceの音声は含まれません。ユーザは会議にダイヤルインしたり、会議室か
ら電話にダイヤルアウトすることはできません。

Cisco Unified Personal Communicatorから起動されたアドホックWeb会議には、次のようなその他
の特徴があります。

•会議には任意の会議 IDが割り当てられます。会議を起動したユーザの予約不要 IDは使用さ
れません。

•会議は公開されません。ユーザは、[会議の検索]機能を使用して、または Cisco Unified
MeetingPlaceのWebユーザポータルに会議 IDを入力して、会議を検索することはできませ
ん。

また、CiscoUnifiedMeetingPlacePhoneViewを使用して、会議に参加することもできません。

•会議はパスワードで保護されていません。

•会議用の電子メール通知は生成されません。

Cisco Unified Personal Communicatorの音声会議またはビデオ会議からのWeb会議室へのアクセス
については、Cisco Unified Personal Communicatorシステムのオンラインヘルプを参照してくださ
い。
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[新しいサインインの強制] の使用
一度に使用できるアクティブな Cisco Unified MeetingPlaceセッションは 1つだけです。同じユー
ザ IDで複数のセッションにサインインしようとすると、エラーメッセージが表示され、[サイン
イン]ページに戻ります。[新しいサインインの強制]機能を使用して、前のセッションを終了しま
す。

操作を行う前に

この手順は、すでに Cisco Unified MeetingPlaceセッションにサインインしていることを前提とし
ています。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルにサインインします。
別のサインインを求めるエラーメッセージが表示されます。

ステップ 2 ユーザ IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [新しいサインインの強制]をオンにします。

ステップ 4 [すぐにサインイン]を選択します。
前のセッションが終了します。

関連トピック

• プロファイルユーザとしてのサインイン, 3ページ
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第 2 章

会議のスケジュール

• セキュリティで保護された会議をスケジュールする場合のヒント, 7 ページ

• Web経由での会議のスケジュール , 8 ページ

• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10 ページ

• ゲストアクセスを許可するための Cisco Unified MeetingPlaceの設定, 11 ページ

• 会議をただちに開始する方法, 11 ページ

• 会議の再スケジュールまたは変更, 15 ページ

• 会議のコピー, 16 ページ

• 会議の削除, 17 ページ

セキュリティで保護された会議をスケジュールする場合

のヒント
•パスワードを入力します。

どの参加者も、会議に参加する際にパスワードを入力する必要があります。

•会議をプロファイルユーザに限定します。

•会議の存在を公開しないようにします。

•会議の入室のアナウンスおよび退室のアナウンスを [ビープと名前]に設定します。

どの参加者も、会議に入室または退室する際にその参加者の名前がアナウンスされるように

なります。ビープ音のみで名前がアナウンスされない場合は、ただちに新規参加者に名前を

確認します。
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既知の参加者による会議で、会議の中断を減らす場合は、入室および退室の

アナウンスを [サイレント]に設定します。
注

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
• 会議のアナウンスの変更, 51ページ

Web 経由での会議のスケジュール
ここでは、Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルスケジュールページから会議をス
ケジュールする方法を説明します。

操作を行う前に

•現在の時刻より 5分以上前に開始する会議をスケジュールすることはできません。過去の時
刻に設定された会議は、即座に開始するようスケジュールされます。

•自分が社内ネットワーク上にいることを確認します。

• Cisco Unified MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを確認します。

同じ会議ホストで同じ時刻に2つの会議をスケジュールすることはサポートされていません。注

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議スケジュールの作成]を選択します。
[新しい会議]ページが表示されます。

ステップ 3 会議 ID（独自の IDを指定する場合）、日付、時刻、会議の長さなどの、会議の詳細を入力しま
す。

常に自分の会議 IDを入力することをお勧めします。システムで生成された会議 IDは、
システム管理者が設定した会議 IDのパターン制限と競合する場合があります。

ヒント

ステップ 4 (オプション) この会議を定例会議にする場合は、[定例]を選択し、定例パターンを設定します。
月例会議をスケジュールする場合、その会議が週末に当たらないようにするには、会議

の頻度で [毎月の特定の曜日]を選択してください。そうすると、会議は毎月決まった曜
日に開催されます。[毎月の特定の日]を選択すると、毎月の会議のいずれかが土曜日ま
たは日曜日になる可能性があります。

ヒント
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ステップ 5 (オプション) 他のユーザの代理で会議をスケジュールする場合は、そのユーザのユーザ IDを入
力します。

このパラメータは、他のユーザの代理としてスケジュールする権限を持つユーザに対しての

み表示されます。

注

ステップ 6 (オプション)企業のプライベートネットワークの外部からの参加者を招待する場合は、[外部Web
参加者を許可]パラメータで [はい]を選択します。

このパラメータが表示されるのは、外部からアクセスできるようにシステムが設定されてい

る場合だけです。

注

ステップ 7 招待者を追加します。

ステップ 8 (オプション) [その他のオプション]を選択し、会議のオプションを変更します。

ステップ 9 (オプション) [アカウント]を選択し、会議のプリファレンスを変更します。

ステップ 10 設定が完了したら、[スケジュール]をクリックします。
システムからすべての招待した参加者に会議の通知が送信されます（システム管理者がこの機能

を有効にしている場合）。

トラブルシューティングのヒント

•定例会議をスケジュールしようとしても 1回しか会議がスケジュールされない場合は、開催
回数が 2回以上に指定されていることと、終了日が今日より後になっていることを確認しま
す。

•システムが定例会議の一部をスケジュールできなかった場合には、スケジュールできなかっ
た会議に関するプロンプトが表示されます。この場合は、スケジュールできなかった個別の

会議をユーザが手動でセットアップしてください。

•ゲストユーザが会議にアクセスできるようにするには、[会議のプリファレンス]ページの
[参加者の資格]フィールドと [会議記録へのアクセス]フィールドが [全員]に設定されている
ことを確認します。

関連トピック

• セキュリティで保護された会議をスケジュールする場合のヒント, 7ページ
• 会議をただちに開始する方法, 11ページ
• 会議へのビデオ端末の招待, 32ページ
• スケジュール作業の中での参加者の招待, 32ページ
• フィールドリファレンス：[会議スケジュールの作成]ページ, 71ページ
• フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプション, 73ページ
• フィールドリファレンス：会議の定例オプション, 73ページ
• スケジュールに関する問題, 64ページ
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他のユーザの代理としての会議のスケジュール
システム管理者権限または出席者権限を持つユーザは、他のユーザの代わりに会議をスケジュー

ルすることができます。記録権限を含むシステムのデフォルト設定には、その会議のスケジュー

ル作成の代理を依頼したユーザプロファイルが使用されます。

所属している組織で課金コードが使用されている場合は、会議をスケジュールすると課金コー

ドが記録されます。ただし、実際の議事録は、会議のスケジュールの代行を依頼したユーザに

対する課金レポートに記録されます。

注

操作を行う前に

•システム管理者権限または出席者権限を持っている必要があります。

•アクティブでないユーザの代わりに会議をスケジュールすることはできません。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議スケジュールの作成]を選択します。

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

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

ステップ 5 会議情報セクションに入力し、招待する参加者を指定します。

ステップ 6 [スケジュール]を選択します。
この会議のオーナーは、自分が代行している人のままになります。自分が代行して会議をスケ

ジュールした人の代わりに、会議システムからユーザに会議通知が送信されます。

関連トピック

• セキュリティで保護された会議をスケジュールする場合のヒント, 7ページ
• 会議をただちに開始する方法, 11ページ
• 会議へのビデオ端末の招待, 32ページ
• フィールドリファレンス：[会議スケジュールの作成]ページ, 71ページ
• フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプション, 73ページ
• スケジュールに関する問題, 64ページ
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ゲストアクセスを許可するための Cisco Unified
MeetingPlace の設定

操作を行う前に

以下の設定を行えるのは会議スケジュール担当者だけです。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議スケジュールの作成]を選択します。

ステップ 3 [新しい会議]ページで [その他のオプション]を選択します。

ステップ 4 次のオプションを設定します。

設定オプション

全員参加者の資格

全員会議記録へのアクセス

ステップ 5 [送信]を選択します。

ステップ 6 これらのパラメータを使用してスケジュールされた会議は、公開された会議としてスケジュール

されます。つまり、アクセスの制限がない会議としてスケジュールされます。

関連トピック

• フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプション, 73ページ

会議をただちに開始する方法
CiscoUnifiedMeetingPlaceには、ただちに開始する必要がある会議のために予約不要の会議および
即時会議の機能があります。予約不要の会議を開始できるのは、システムおよびユーザプロファ

イルが予約不要の会議を開始できるように設定されている場合です。そのように設定されていな

い場合は、即時会議をスケジュールできます。これにより予約不要の会議と同様の動作とユーザ

エクスペリエンスを提供します。

予約不要の会議の特徴

予約不要の会議とは、会議 IDが事前に割り当てられており、リソースを事前にスケジュールする
必要がない会議のことです。
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   OL-20175-01-J 11

予約不要の会議の特徴

ゲストアクセスを許可するための Cisco Unified MeetingPlace の設定



この機能にアクセスするには、事前に会議システムおよびユーザプロファイルが、予約不要

の会議を開始できるように設定されている必要があります。

注

予約不要の会議の標準の設定と動作は、次のとおりです。

•予約不要の会議の会議 IDは、スケジュール担当者のプロファイル番号と同一になります。

•予約不要の会議には、誰でも参加でき、会議の記録と添付にアクセスできます。

•予約不要の会議の詳細は、会議の詳細Webページで誰でも表示できるようにシステム管理者
によって設定されていれば、そのように表示されます。

•参加者は会議の通知を受信しません。

•参加者がすでに電話を使用していて、Web上で予約不要の会議を開始する場合、その後に電
話またはビデオによる参加がなければ、会議のWeb部分は最大で 24時間延長できます。こ
れは、会議のWeb部分が音声またはビデオ部分に接続されており監視不可であることを、シ
ステムが前提としているためです。

•音声参加者またはビデオ参加者が予約不要の会議に参加している場合は、Web会議室を使用
しているWebのみの参加者が存在していても、最後の音声参加者またはビデオ参加者が会議
を退室したときに会議は終了します。Cisco WebExスケジュールページで予約不要の会議を
開始した場合、会議はWeb会議室で会議が正式に終了すると終わります。

• Webから開始される会議にはパスワードは必要ありません。電話から開始される会議にはパ
スワードが必要です。

•スケジュール担当者より前に予約不要の会議に参加した参加者は、スケジュール担当者が参
加するまで待合室で待機します（待合室では参加者は互いに会話することはできません）。

ただし、システム管理者によって、参加者が別のユーザによって開始された予約不要の会議

を開始できるように設定されていて、参加者の 1人が会議を開始した場合はこの限りではあ
りません。

会議のコストは、会議を開始したユーザの部署に請求される場合があります。詳細は、シス

テム管理者に問い合わせてください。

関連トピック

• Web経由での会議の開始, 13ページ

即時会議の特徴

即時会議とは、臨時にスケジュールする即席の会議のことです。会議システムまたはユーザプロ

ファイルが予約不要の会議を開始できるように設定されていない場合、ただちに開始することを

選択した会議は即時会議としてスケジュールされます。即時会議の標準の設定と動作は、次のと

おりです。

•会議のオプションは、システム管理者によって指定されたユーザプロファイルのデフォルト
設定です。
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•特定の会議 IDを選択することも、システムによってランダムに生成された会議 IDを使用す
ることもできます。

•会議をスケジュールするとユーザはすぐにアクセスできます。

•即時会議の詳細は、会議の詳細Webページで誰でも表示できるようにシステム管理者によっ
て設定されていれば、誰でも表示できます。

•即時会議の記録には、誰でもアクセスできるようにシステム管理者によって設定されていれ
ば、誰でもアクセスできます。

•参加者がすでに電話を使用していて、Web上で即時会議を開始する場合、その後に電話また
はビデオによる参加がなければ、会議のWeb部分は最大で 24時間延長できます。これは、
会議のWeb部分が音声またはビデオ部分に接続されており監視不可であることを、システム
が前提としているためです。

•会議のスケジュール担当者の場合は、即時会議の会議通知を受信します。

即時会議で使用できない機能が必要な場合は、スケジュール機能を使用して、ただちに開始する

よう設定可能な会議をスケジュールします。

関連トピック

• Web経由での会議の開始, 13ページ

Web 経由での会議の開始

操作を行う前に

•予約不要の会議を開始できるのは、システム管理者によって次のように設定されている場合
だけです。

◦ Cisco Unified MeetingPlaceアプリケーションサーバが予約不要モードに設定されてい
る。

◦ユーザプロファイルが [予約不要の使用]に設定されている。

•予約不要の会議を開始できるように設定されていない場合、次の手順で即時会議をスケジュー
ルします。

ビデオ端末は、予約不要の会議に参加できますが、開始することはできません。注

事前に予約不要の会議にユーザを招待する場合は、会議 IDとしてプロファイル番号を入力し、
[会議スケジュールの作成]を選択します。会議の情報を編集し、招待者を追加して [スケジュー
ル]を選択します。

ヒント
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手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 (オプション) 会議 IDを入力します。

•予約不要の会議を開始できるように設定されている場合は、[会議 ID]フィールドにプロファ
イル番号を入力するか、空白のままにします。プロファイル番号と同じ会議 IDを持つ予約
不要の会議が開始されます。

•予約不要の会議を開始できるように設定されていない場合は、ランダムな会議 IDを入力す
るか、空白のままにします。即時会議がスケジュールされます。

ステップ 3 [即時会議]を選択します。
[即時会議] を選択する前に別のユーザのプロファイル番号を入力すると、エラーが表示さ
れます。

注

ステップ 4 会議の音声またはビデオコンポーネントに参加します。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されたら、会議で使用する電話番号を選択し、[OK]を
クリックします。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されない場合、または電話がかかってこない場合は、
画面に表示されるコールイン番号にダイヤルし、電話での指示に従います。

ステップ 5 招待者が会議に参加できるように次の情報を通知します。

• Cisco Unified MeetingPlace電話番号（音声会議に参加していない場合）

•会議 ID

トラブルシューティングのヒント

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

•システムが音声/ビデオのみに設定されており、ビデオエンドポイントを通じて参加する場
合は、まずWeb会議にサインインしてから、[現在の会議]ウィンドウの [接続]を選択してビ
デオ会議に接続する必要があります。

関連トピック

• 予約不要の会議の特徴, 11ページ
• 即時会議の特徴, 12ページ
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会議の再スケジュールまたは変更
次の定例会議を含み、スケジュールされた会議はどれでも変更できます。

•シリーズ内のすべての会議（シリーズ内のいずれの会議も開催されていない場合）。

•開催されていない個別の会議。

•開催されていないシリーズ内のすべての会議。

•開催されていない会議で始まるシリーズ内のすべての会議。

注 •定例会議シリーズ全体の開始時間または期間を変更すると、個々のインスタンスに加え
た変更がすべて削除されます。たとえば、定例会議シリーズの 1つのインスタンスの開
始時間を午前 9時から午前 10時に変更し、その後でシリーズ全体の期間を 1時間から 1.5
時間に変更すると、午前 10時の開始に移動された会議は午前 9時の開始に戻されて 1.5
時間の長さになります。

•会議を再スケジュールするときは、会議を最初にスケジュールしたときに使用した同じ
インターフェイスを使用することをお勧めします。

◦ Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルから会議をスケジュールした場合
は、Microsoft Outlookでカレンダー通知を受け取った場合でも、Webユーザポータ
ルを使用して変更を加えてください。別のインターフェイスから再スケジュールを

行うと、通知の受け取りに影響する場合があります。

◦ Microsoft Outlookまたは IBM Lotus Notes統合システムを使用して会議をスケジュー
ルした場合は、同じインターフェイスを使用して会議を再スケジュールしてくださ

い。Webユーザポータルから会議を再スケジュールする場合は、限定された会議パ
ラメータセットのみ変更できます。

操作を行う前に

•ユーザは、当該会議のオーナーまたはスケジュール担当者である必要があります。会議の
オーナーまたはスケジュール担当者でない場合は、会議のオーナーの代理人、システム管理

者、または出席者である必要があります。

•会議を再スケジュールした担当者が誰であろうと、会議設定は会議のオーナーのプロファイ
ルから継承されます。

•この手順を完了しても、会議 IDや会議の頻度は変更できません。会議 IDや頻度を変更する
には、この会議を取り消して新しい会議をスケジュールします。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 変更する会議の会議 IDを入力し、[会議の検索]を選択します。

ステップ 3 [会議の検索]ページで自分のパラメータを変更します。
定例会議を変更する場合は、検索条件に入力する日付範囲に、変更するシリーズ（またはシ

リーズの一部）の最初の日付を含めるようにしてください。

注

ステップ 4 変更する会議の会議 IDを選択します。
会議が定例会議の場合、会議の検索結果のリストにその会議の複数のインスタンスが表示さ

れることがあります。変更するシリーズまたはサブシリーズの最初のインスタンスを選択し

てください。

注

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

ステップ 6 (オプション) この会議が定例会議の場合は、[定例]を選択して、次の手順を実行します。
a) スケジュールの変更をその会議の開催のみに適用するのか、またはその会議と定例会議シリー
ズのそれ以降の会議すべてに適用するのかを選択します。

b) [完了]を選択します。

ステップ 7 [更新]を選択します。
更新された会議情報が示された新しい確認ページが表示されます。

トラブルシューティングのヒント

•開始時刻、会議 ID、パスワード、または招待者のリストが変更された場合は、更新された会
議通知が自動的に送信されます。その他の変更では通知は送信されません。

•招待したビデオ端末をスケジュール済み会議から削除すると、[更新]を選択して会議を再ス
ケジュールしない限り、端末のステータス（招待した端末リストの端末名の後ろに表示され

ます）が [OK] から [削除対象] に変わります。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ
• 代理人にするユーザの割り当て, 49ページ
• フィールドリファレンス：[会議スケジュールの作成]ページ, 71ページ
• フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプション, 73ページ
• スケジュールに関する問題, 64ページ

会議のコピー
スケジュール済みの会議に、スケジュールしようとしている会議と同様のプロパティがある場合

には、[会議のコピー]ボタンを使用して、同一の会議を別の日時にスケジュールできます。
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操作を行う前に

コピーできるのは、自分がスケジュールした会議だけです。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 コピーする会議の会議 IDを入力します。

ステップ 3 [会議の検索]を選択します。

ステップ 4 [会議の検索]ページで自分のパラメータを変更します。

• [将来]を選択します。

•時刻と日付を入力します。

ステップ 5 [検索]を選択します。

ステップ 6 検索結果から、目的の会議の会議 IDを選択して [将来の会議]ページを開きます。

ステップ 7 [会議のコピー]を選択します。
コピーされた会議情報が示された [新しい会議]ページが表示されます。

ステップ 8 新しい会議の日時を指定します。

ステップ 9 (オプション) 参加者を追加または削除します。

ステップ 10 [スケジュール]を選択します。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ

会議の削除
開始されていないスケジュールされた会議は、削除できます。定例会議の場合は、次に示す会議

を削除できます。

•シリーズ全体（シリーズ内のいずれの会議も開催されていない場合）

•開催されていない個別の会議

•開催されていないシリーズ内のすべての会議

•開催されていない会議で始まるシリーズ内のすべての会議

会議を削除できるのは、会議のスケジュール担当者およびシステム管理者だけです。会議が削除

されると、会議がキャンセルされたことを示す通知が招待者に送信されます。
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操作を行う前に

•ユーザは、当該会議のオーナーまたはスケジュール担当者である必要があります。会議の
オーナーまたはスケジュール担当者でない場合は、会議のオーナーの代理人、システム管理

者、または出席者である必要があります。

•自分が社内ネットワーク上にいることを確認します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 削除する会議の会議 IDを入力し、[会議の検索]を選択します。

ステップ 3 [会議の検索]ページで自分のパラメータを変更します。

• [将来]を選択します。

•時刻と日付を入力します。

[将来の会議]リストが自動的に更新されない場合は、[検索]を選択しま
す。

ヒント

ステップ 4 削除する会議の会議 IDを選択します。
会議が定例会議の場合、会議の検索結果のリストに複数のインスタンスが表示されることが

あります。削除するシリーズまたはサブシリーズの最初のインスタンスを選択してくださ

い。

注

ステップ 5 [会議の削除]を選択します。

ステップ 6 (オプション) 定例会議を削除する場合は、削除する会議を選択します。

ステップ 7 確認メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ
• 代理人にするユーザの割り当て, 49ページ
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第 3 章

会議への参加

• 会議に参加する場合のヒント, 19 ページ

• ビデオ会議に参加する場合のヒント, 20 ページ

• 自動参加機能について, 21 ページ

• 電子メールの招待状による会議への参加, 22 ページ

• Webブラウザ経由での会議への参加, 23 ページ

• 音声会議またはビデオ会議への参加, 24 ページ

• 会議へのビデオ端末の参加, 25 ページ

• ゲストユーザとしての会議への参加, 26 ページ

会議に参加する場合のヒント
•会議に参加する前に、最低 1回は Cisco Unified MeetingPlaceシステムを呼び出し、自分の名
前を記録します。

会議に参加する際システムがユーザにダイヤルアウトするたびに、ユーザの名前を要求する

プロンプトが表示されます。これはユーザがシステムを呼び出して、プロファイルの名前を

記録するまで繰り返されます。

•公式の開始時間かその少し前に、会議に参加するようにします。

システム管理者は、どのくらい前から会議に参加できるかを正確に指定します。デフォルト

は 10分です。30分以内に誰も参加しないと、会議は自動的に終了します。

• Webブラウザまたはセキュリティアプリケーションで設定されているポップアップの防止機
能を無効にします。

•会議通知の指示に従います。

システム管理者のカスタマイズによっては、会議通知に表示される情報が本書の説明とは異

なる場合があります。
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音声セッションにのみダイヤルして会議に参加する場合は、Cisco WebEx会議のトランスクリ
プトに名前が表示されません。Cisco WebEx会議のトランスクリプトに会議の参加者として表
示されるのは、Web会議室の参加者だけです。

注

関連トピック

• 電子メールの招待状による会議への参加, 22ページ
• Webブラウザ経由での会議への参加, 23ページ
• 音声会議またはビデオ会議への参加, 24ページ

ビデオ会議に参加する場合のヒント
ビデオポートが利用可能であれば、ビデオエンドポイントから Cisco Unified MeetingPlace会議に
参加できます。ビデオポートを事前に予約しておくことはできません。

ビデオ会議を最適に使用できるように、次の提案されたベストプラクティスに従ってください。

•会議に参加する前に、ビデオエンドポイントが設定されていることを確認します。

Cisco Unified MeetingPlaceシステムがビデオ対応の場合、ユーザはビデオを介して会議に参
加していることを認識され、会議のビデオ部分に配置されます。会議にも参加方法にもビデ

オ部分がない場合、ユーザは音声のみの参加者として会議に配置されます。

•エンドポイントは少なくともビデオの種類に応じて指定された最低ビットレートをサポート
する必要があります。サポートしない場合、ビデオの送受信は行われません。ビデオ会議

は、同じ会議でビデオエンドポイントと音声のみのエンドポイントの組み合わせをサポート

します。

•会議を聞くだけで発言しない場合は、会議中に電話をミュートします。

•スピーカーを使用しないでください。エコー、着信音、ハウリング、音声フィードバックが
生成される可能性があります。

•ビデオエンドポイントに組み込まれたマイクを使用する場合は、ファン、通気口などの騒音
源からエンドポイントを離してください。

• Cisco VT Cameraを備えた Cisco Unified Personal Communicatorや Cisco Unified Video Advantage
を備えた Cisco Unified Personal Communicatorなどのソフトフォンの場合は、以下の点に注意
してください。

◦コンピュータに組み込まれたマイクは使用しないでください。これらのマイクは、多く
の背景雑音を拾う傾向があります。

◦マイクに装着されている高音質ヘッドセットを使用することを強くお勧めします。

◦複数のマイクを使用できる場合は、コンピュータとビデオエンドポイントが目的のマイ
クを使用するように設定されていることを確認してください。たとえば、CiscoVTCamera
を備えた Cisco Unified Personal Communicatorを使用し、かつヘッドセットにマイクが装
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着されている場合は、システムがヘッドセットのマイクを使用するように設定されてい

ることを確認します。

• Cisco Unified MeetingPlaceシステムが音声/ビデオのみに設定されており、ビデオエンドポイ
ントを通じて参加する場合は、まずWeb会議にサインインしてから [現在の会議]ウィンド
ウの [接続]を選択して、ビデオ会議に接続する必要があります。

•招待したビデオ端末または他のビデオエンドポイントにダイヤルアウトできない場合は、会
議通知に表示されている、招待した端末のダイヤルイン番号にダイヤルします。うまくいか

ない場合は、電話で #33を押します。

•音声設定を最適化したり、音声の問題を解決するには、使用しているエンドポイント製品の
ドキュメントを参照してください。

関連トピック

• 電子メールの招待状による会議への参加, 22ページ
• Webブラウザ経由での会議への参加, 23ページ
• 音声会議またはビデオ会議への参加, 24ページ

自動参加機能について
自動参加機能によって、電話を通じて会議に参加またはサインインする方法が簡素化されます。

自動参加機能が有効で、ユーザプロファイルにある電話番号からシステムを呼び出す場合は、

ユーザは直ちに認証され、関連する会議に配置されます。この機能は、システム管理者によって

有効化または無効化されます。

自動参加機能は次のように動作します。

1 自動参加が有効になっているユーザが、Cisco Unified MeetingPlaceをコールします。

2 システムによって、発信元の電話番号が特定されます。

3 電話番号がユーザプロファイルのメインの電話番号または代替電話番号と正確に一致すると、

継続会議を除くすべての会議で次のことが確認されます。

•ユーザは、セッションが開かれている会議または開始するようにスケジュールされている
会議のオーナーであるか、それとも招待者であるか。

•ユーザは、まだセッションが開かれている会議の参加者であるかどうか。

•ユーザは、誰かが待っている予約不要の会議のオーナーであるかどうか。

4 見つかった会議が 1つだけの場合は、会議 IDが知らされるので、1を押して会議に参加でき
ます。次の場合を除き、他に入力する必要はありません。

•ユーザプロファイルのパスワードの入力を要求するように、システム管理者がこの機能
を設定している場合。

•会議でパスワードが必要な場合。
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•名前または場所を記録する必要がある場合。

•見つかった会議が出席したい会議ではない場合。この場合は、*を押します。

複数の会議が見つかった場合、または会議が見つからなかった場合は、ユーザはシステムによっ

て認証され、会議の選択が可能になります。

プロファイルが [自動参加会議]ではなく [自動ログイン]に設定されている場合は、ユーザは
自動的に認証されますが会議には配置されません。次の操作を選択する音声案内が流れます。

注

電子メールの招待状による会議への参加

操作を行う前に

•ユーザプロファイルには、Web会議にプロファイルユーザとして参加するための電子メー
ルアドレスが含まれている必要があります。

•次のことに注意してください。

•会議パスワードが使用されていない場合は、公開されている CiscoWebExサイトから誰
でもWeb会議に参加できます。

• Web会議から誰でもダイヤルアウトできます。

• Firefoxまたは Safariを使用してMacシステム上のWeb会議に参加する場合は、Web会
議室に入室する前に Cisco.comホームページが表示されることがあります。このページ
は無視してください。[MeetingManager]ページがただちに表示され、会議室に入室でき
るようになります。

手順

ステップ 1 会議通知の電子メールを開きます。

ステップ 2 [会議の URL]リンクを選択します。

•この会議が企業ファイアウォール内外からの参加者を許可するようにスケジュールされてい
る場合は、環境に応じて適切なリンクを選択してください。

•セキュリティのアラートが表示された場合は、[はい]を選択して続行してください。

ステップ 3 要求された場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 4 [会議に参加]を選択します。
Web会議への参加が許可されます。
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Cisco Unified MeetingPlaceシステムが音声/ビデオのみに設定されている場合は、会議への
Web部分が存在しません。会議サーバの電話番号をダイヤルするか、[会議の詳細]ページ
の [接続]ボタンを選択して、会議に参加します。

注

ステップ 5 会議の音声コンポーネントまたはビデオコンポーネントに参加します。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されたら、会議で使用する電話番号を選択し、[OK]を
クリックします。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されない場合、または電話がかかってこない場合は、
画面に表示されるコールイン番号にダイヤルし、電話での指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

•「会議が見つかりません」というエラーメッセージが表示された場合は、この会議に参加す
るのが早すぎたか、この会議が終了しています。会議に参加できるまで待つか、会議情報が

正しいかどうかを確認してください。

関連トピック

• 会議への参加に関する問題, 67ページ

Web ブラウザ経由での会議への参加
操作を行う前に

•この手順では、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルから会議に参加しているこ
とを前提としています。

•会議のビデオ部分に参加する場合は、ビデオ会議に参加する場合のヒントを参照してくださ
い。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルのURLを入力します。

ステップ 2 会議 IDを入力します。

ステップ 3 [会議に参加]を選択します。

•以前にサインインしていない場合は、プロファイルユーザかゲストユーザのいずれかでサ
インインし、[会議に参加]を選択します。

•セキュリティのアラートが表示された場合は、[はい]を選択して続行してください。

Web会議への参加が許可されます。
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Cisco Unified MeetingPlaceシステムが音声/ビデオのみに設定されている場合は、会議への
Web部分が存在しません。会議サーバの電話番号をダイヤルするか、[会議の詳細]ページ
の [接続]ボタンを選択して、会議に参加します。

注

ステップ 4 会議の音声コンポーネントまたはビデオコンポーネントに参加します。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されたら、会議で使用する電話番号を選択し、[OK]を
クリックします。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されない場合、または電話がかかってこない場合は、
画面に表示されるコールイン番号にダイヤルし、電話での指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

•会議 IDがわからない場合は、[会議の検索]を選択して、日付を基準に会議を検索します。ゲ
ストユーザはこの機能を使用できない場合があります。ゲストが使用できる場合も、会議を

検索するためには、まずゲストとして登録を行う必要があります。

•ゲストユーザとして会議を検索しても目的の会議が見つからない場合は、その会議がプライ
ベート会議としてスケジュールされている可能性があります。会議のスケジュール担当者に

連絡して、会議に参加できるよう依頼してください。

•サインイン時に会議が進行していない場合は、エラーメッセージが表示されます。スケジュー
ルされた時刻になってから会議に参加してください。

関連トピック

• ビデオ会議に参加する場合のヒント, 20ページ
• 会議への参加に関する問題, 67ページ

音声会議またはビデオ会議への参加

自動的に会議に接続されるようにプロファイルが設定されている場合は、サーバをコールする

とすぐに会議に接続されます。複数の会議がスケジュールされている場合は、システムに自動

的にサインインするため、参加する会議を選択できます。

注

操作を行う前に

• Cisco Unified MeetingPlaceサーバの電話番号を確認します。

•会議 IDを確認します。

•電話のユーザ IDと暗証番号が必要な場合は、それらを確認します。

•会議のビデオ部分に参加する場合は、ビデオ会議に参加する場合のヒントを参照してくださ
い。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlaceサーバの電話番号をダイヤルします。

ステップ 2 アナウンスされる指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

会議中に電話から起動可能なコマンドの一覧については、次のサイトにある『Quick Start
Guide:Attending and Scheduling a Cisco Unified MeetingPlace Release 8.0 Meeting from Your Phone』を
参照してください。http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/products_user_guide_list.html

関連トピック

• ビデオ会議に参加する場合のヒント, 20ページ
• 会議への参加に関する問題, 67ページ

会議へのビデオ端末の参加
ここでは、ビデオ端末をWeb会議に参加させる方法について説明します。

操作を行う前に

•参加を予定するビデオ端末には、ビデオ端末プロファイルが設定されている必要がありま
す。

•会議の開始時にビデオ端末へのダイヤルが必要な場合は、会議のスケジュール時にそのビデ
オ端末を招待しておく必要があります。

•ビデオ端末がスケジュール時に招待されていない場合は、Web会議室からビデオ端末にダイ
ヤルできます。

• Cisco Unified MeetingPlaceシステムが音声/ビデオのみに設定されており、ビデオ端末が当初
から会議に招待されていない場合でも、Cisco Unified MeetingPlaceの [現在の会議]ページで
[接続]ボタンを選択すれば、その端末を会議に参加させることができます。

手順

次のいずれかを実行します。

操作目的

テレビ会議に参加するよう求められたら、ビデ

オ端末のダイヤルイン番号を入力し、[OK]を選
択します。

Web会議室からビデオ端末を参加させる。
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操作目的

[現在の会議]ページで、[接続]を選択します。Cisco Unified MeetingPlaceの [現在の会議]ペー
ジからビデオ端末を参加させる。 CiscoUnifiedMeetingPlaceシステムが音声/

ビデオのみに設定されていることを前提

としています。

注

電話機で #31を押します。電話からビデオ端末にダイヤルアウトする。

トラブルシューティングのヒント

会議の開始時に、招待したビデオ端末にダイヤルアウトできない場合は、招待した端末のダイヤ

ルイン番号を手動でコールします。

関連トピック

• 会議へのビデオ端末の招待, 32ページ

ゲストユーザとしての会議への参加
ゲストとは、CiscoUnifiedMeetingPlaceプロファイルを使用せずに会議システムにサインインした
ユーザのことです。

Webのすべての機能にアクセスするには、常に Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルを使用
してサインインしてください。

ヒント

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルのURLを入力します。

ステップ 2 会議 IDを入力し、[会議に参加]を選択します。
[サインイン]ページが表示されます。

ステップ 3 ゲストとしてサインインするための名前を入力し、[会議に参加]を選択します。
セキュリティのアラートが表示された場合は、[はい]を選択して続行してくださ
い。

注

Web会議への参加が許可されます。

Cisco Unified MeetingPlaceシステムが音声/ビデオのみに設定されている場合は、会議への
Webコンポーネントが存在しません。会議サーバの電話番号をダイヤルするか、[会議の詳
細]ページの [接続]ボタンを選択して、会議に参加します。

注

ステップ 4 会議の音声コンポーネントまたはビデオコンポーネントに参加します。

• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されたら、会議で使用する電話番号を選択し、[OK]を
クリックします。
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• [テレビ会議に参加]ウィンドウが表示されない場合、または電話がかかってこない場合は、
画面に表示されるコールイン番号にダイヤルし、電話での指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

•会議 IDがわからない場合は、ホームページに戻り、[会議の検索]を選択して、日付を基準
に会議を検索します。

•ゲストユーザとして会議を検索しても目的の会議が見つからない場合は、その会議がプライ
ベート会議の可能性があります。その会議に参加するには、会議のスケジュール担当者に連

絡してください。

関連トピック

• プロファイルユーザに限定される機能, 2ページ
• 会議への参加に関する問題, 67ページ
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第 4 章

会議の検索

• 会議の検索, 29 ページ

• Cisco Unified Personal Communicator会議の検索について, 30 ページ

会議の検索

以前の会議の情報が見つからない場合は、システム管理者に連絡して、レコードが消去されて

いないかどうかを確認します。

注

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、Cisco UnifiedMeetingPlaceのWebユーザポータルのURLを入力します。

ステップ 2 [会議の検索]を選択します。

ステップ 3 プロファイルユーザまたはゲストとしてサインインします。

ステップ 4 (オプション) 検索する会議の IDを入力します。

ステップ 5 [会議の検索]を選択します。

•デフォルトでは、[会議の検索]ページに今日の会議および継続会議のリストが表示されます。

•プロファイルユーザとしてサインインしていない場合、今日開催するようにスケジュールさ
れている会議がすべて記載されたリストが表示されないことがあります。目的の会議が見つ

からない場合は、会議のスケジュール担当者に問い合わせてください。

ステップ 6 (オプション) 過去または将来の会議を参照するには、対応するラジオダイヤルを選択します。

ステップ 7 (オプション) デフォルトの設定範囲外を参照するには、会議検索パラメータを変更して、[検索]
を選択します。

ステップ 8 特定の会議の詳細を検索するには、会議 IDのリンクを選択します。
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トラブルシューティングのヒント

結果に目的の会議が表示されない場合は、次の原因が考えられます。

•プライベート会議として設定されている。この場合は、会議のスケジュール担当者に問い合
せてください。

•公開された会議であっても招待者のみに表示が制限されている。

•探している会議の記録を管理者が削除している。

関連トピック

• フィールドリファレンス：[会議の検索]ページ, 76ページ
• 会議の検索に関する問題, 65ページ

Cisco Unified Personal Communicator 会議の検索について
ユーザが Cisco Unified Personal Communicator<ph/>からWeb会議を開始すると、会議システムに
よって会議の URLが生成され、会議の発信者に送信されます。

CiscoUnified Personal Communicator<ph/>の会議を検索するには、ユーザは会議のURLを知ってい
る必要があります。この情報については会議の発信者に問い合わせてください。この種の会議

は、<ph/>の [会議の検索]ページには表示されません。Cisco Unified MeetingPlace<wintitle>

関連トピック

• Cisco Unified Personal Communicatorから起動されたWeb会議について, 5ページ
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第 5 章

会議への参加者の招待

スケジュール作業の中で、プロファイルユーザ、チーム、およびゲストユーザを会議に招待で

きます。会議の日時、電話番号、会議に参加するために必要な会議 IDを知らせる通知が、すべ
ての招待者に送られます。

• 会議の権限, 31 ページ

• スケジュール作業の中での参加者の招待, 32 ページ

• 会議へのビデオ端末の招待, 32 ページ

会議の権限
Web会議に参加するすべてのユーザには、会議でのロールに応じて固有の権限が割り当てられて
います。

参加者権限参加者の種類

ホスト会議のスケジュール担当者

代理ホストCiscoUnifiedMeetingPlaceプロファイルでサインイ
ンした、プロファイルを持つ招待者

参加者ゲスト招待者または Cisco Unified MeetingPlaceプ
ロファイルでサインインしていないプロファイル

ユーザ
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スケジュール作業の中での参加者の招待

操作を行う前に

この手順では、Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルから会議のスケジュールを作成
している、または再スケジュールしていることを前提としています。

手順

ステップ 1 [招待者の追加]フィールドに、ユーザ名または電子メールアドレスの一部または全部を入力しま
す。

•このフィールドに文字を入力すると、アドレス帳から、それに一致する Cisco Unified
MeetingPlaceプロファイルを持つユーザ名が提示されます。

•提示されたこのリストから、プロファイルを選択します。

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

す。

注

ステップ 2 [追加]をクリックして [招待者]テーブルにユーザを追加します。

ステップ 3 [招待者]テーブルで、このユーザの情報が表示されていない場合は、このユーザに対する会議の
アクセス権を選択し、電子メールアドレスを入力します。

ユーザごとに電子メールアドレスを入力し、この会議にホストとしてのアクセス権を持つ

ユーザを少なくとも1人は設定してください。スケジュール担当者には、自動的にホスト権
限が割り当てられます。

注

ステップ 4 他の招待者を追加する場合は、手順 1～ 3を繰り返します。

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
• 会議の通知に関する問題, 66ページ

会議へのビデオ端末の招待

操作を行う前に

この手順では、Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルから会議のスケジュールを作成
していることを前提としています。
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手順

ステップ 1 [新しい会議]スケジュールページで、[ビデオ端末を招待]をオンにします。

ステップ 2 [ディレクトリ検索]フィールドに、検索文字列としてビデオ端末名の一部または全部を入力して
から虫めがねを選択し、会議に招待できるビデオ端末リストを更新します。該当する端末をすべ

て表示するには、検索文字列を空欄にします。

ステップ 3 会議に 1つ以上のビデオ端末を招待するには、ディレクトリリストから端末を選択して [追加]を
選択します。

ステップ 4 招待したビデオ端末を 1つ以上削除するには、招待した端末リストから端末を選択して [削除]を
選択します。

ステップ 5 会議当日に招待した端末の予約状況を表示するには、[予約状況の確認]を選択します。
招待したビデオ端末が他の会議のための予約されている場合、システムがこの競合について

警告します。警告されてもこれらのリソースのスケジュールができないわけではありませ

ん。複数の会議がビデオ端末を予約することは可能です。

注

ステップ 6 他の招待者を追加します。

ステップ 7 [スケジュール]を選択します。

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
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第 6 章

会議の記録

• Cisco Unified MeetingPlace会議の記録について, 35 ページ

• 会議記録の再生, 36 ページ

• Cisco Unified MeetingPlaceの記録の削除, 38 ページ

Cisco Unified MeetingPlace会議の記録について
各自の会議の権限とシステム設定に応じて、音声のみの会議、ビデオ会議、同期された音声/Web
会議を記録できます。

同期された音声/Web/ビデオ会議は記録できません。

• Web会議室で会議の記録を開始するには、ホストまたは代理ホストの権限が必要です。

•プロファイルユーザとして電話でサインインした Cisco Unified MeetingPlaceユーザはすべ
て、電話で会議の記録を開始できます。

システムによって会議の音声部分にダイヤルインした場合は、Web会議室で
の権限に関係なく、電話から会議を記録することはできません。このような

場合は、プロファイルユーザとして電話でサインインしたユーザに音声の記

録を依頼するか、同期された音声/Web会議の記録をWeb会議室で開始しま
す。

注

• Web会議室で記録を開始すると、音声の記録も自動的に開始されます。

•電話で記録を開始しても、Web会議の記録が自動的に開始されることはありません。会議の
音声とWebの両方の部分を記録するには、電話からすでに記録を開始している場合でも、必
ずWebから記録を開始してください。

•音声の記録がすでに開始してからWebの記録を開始すると、Web記録の最初と同期させる
ために、音声記録の最初の部分が省かれます。
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Web記録のセッション中に電話から#61を押すと、音声記録を停止できます。
Web会議室ですでに記録が開始されている場合は、#61を押さないでくださ
い。

注

•音声記録には、mp3、wav、wmaなどの各種形式が利用できます。ビデオ記録の形式は .mp4
です。同期された音声/Web会議の記録には、専用の .arf形式が使用されます。

• .arfファイルの再生にはWebEx Network Recordingプレーヤーが必要です。このプレーヤーは
Cisco Unified MeetingPlaceの [記録]ページからアクセスできます。

•サブ会議セッションは記録できません。

•継続会議は記録できません。

•システムによって生成され、会議中に再生される音声プロンプトは、自動的に記録されま
す。

•会議中、会議記録の開始、停止、再開を繰り返すことができます。その場合、[記録]ページ
には、音声/Webセッションごとに別々の記録アイコンが表示されます。記録された音声のみ
のファイルまたはビデオのみのファイルは、1つのアイコンとして表示されます。

•ビデオ対応会議を記録できるのは最大 6時間です。実際にはビデオ会議に 1人も参加しな
かった場合も同様です。音声のみの会議の場合、記録が可能な会議の時間は最大で 24時間
に制限されています。詳細は、システム管理者に問い合わせてください。

• Web記録の上限は 2GBです。Web記録にフラッシュムービーが含まれている場合は、およ
そ 1時間 30分でこの上限に達します。

関連トピック

• 会議の権限, 31ページ
• 記録に関する問題, 69ページ

会議記録の再生
ここでは、Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルから、再生する会議記録をダウン
ロードする方法を説明します。会議の記録は、会議後に取得できます。Webサーバの処理負荷に
よっては、記録の取得に多少時間を要する場合がありますが、準備できた時点ですぐに記録を再

生するよう選択できます。

記録をダウンロードできるかどうかは、ユーザアクセス権に依存します。
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操作を行う前に

Cisco WebEx Network Recording Playerは、WondowsとMacのみをサポートしています。Cisco
Unified MeetingPlaceをサポートする別のオペレーティングシステムから、同期化された音
声/Web記録を再生するには、.arf記録ファイルをダウンロードした後、NetworkRecordingPlayer
を使用できるように、そのファイルをWondowsまたはMacに転送します。音声のみの会議お
よびビデオ会議を再生するのに、Network Recording Playerは必要ありません。

注

•同期化された音声/Web会議記録を再生する場合は、Cisco UnifiedMeetingPlaceの [記録] ペー
ジから Network Recording Playerをダウンロードします。

•記録に関連付けられている会議がプロファイルユーザに制限されていた場合、またはパス
ワードを必要としていた場合は、記録の再生時にもその情報が必要となります。

•記録に関連付けられている会議が、内部サーバから外部サーバに追加された会議を経由した
場合は、外部サーバに会議が記録されていることを確認します。

•音声のみのユーザの名前は、会議記録の [参加者]リストに表示されません。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 アクセスする会議の会議 IDを入力します。

ステップ 3 [会議の検索]を選択します。

ステップ 4 [会議の検索]ページで [過去]を選択し、検索対象の期間を入力します。

ステップ 5 [検索]を選択します。

ステップ 6 検索結果から、目的の会議の会議 IDを選択して [過去の会議]ページを開きます。

ステップ 7 [過去の会議]ページで [記録]アイコンを選択します。

ステップ 8 アクセスする記録ファイルを選択します。

ステップ 9 選択したファイルを開きます。または保存します。

ステップ 10 [OK]を選択して、[会議の情報]ページに戻ります。

トラブルシューティングのヒント

• [会議ステータス]列に [OK]と表示されていない場合、次のいずれかの状況が考えられます。

◦会議がまだ終了していない。

◦会議が終了したばかりのため、まだ記録を使用できない。

◦会議が記録されていない。

◦記録がシステムから削除されており、現在は使用できない。
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•記録対象の会議が終了した後、[処理中...] というシステムメッセージが表示されるまでに多
少時間がかかる場合があります。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ
• 記録に関する問題, 69ページ

Cisco Unified MeetingPlace の記録の削除
操作を行う前に

記録を削除できるのは、システム管理者または会議のオーナーだけです。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議の検索]を選択します。

ステップ 3 削除する記録が含まれている会議を探します。

ステップ 4 [記録]をクリックします。

ステップ 5 削除する記録を選択します。

ステップ 6 [削除]を選択します。

ステップ 7 [OK]を選択します。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ
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第 7 章

Cisco Unified MeetingPlaceでの会議の延長ま
たは終了

• 会議の延長, 39 ページ

• 会議の自動終了, 40 ページ

• [会議の詳細] Webページからの会議の終了, 41 ページ

会議の延長
次の条件がすべて当てはまる場合、会議が自動的に延長されます。

•システム管理者が自動会議延長を許可するようにシステム会議パラメータを設定している。

• 2人以上の参加者が音声会議、ビデオ会議、Web会議のいずれかにとどまっている。

参加者がすでに電話を使用し、Web上で予約不要の会議または即時会議を開
始している場合、その後に電話またはビデオによる参加がなければ、会議の

Web部分は最大で 24時間延長できます。これは、会議のWeb部分が音声ま
たはビデオ部分に接続されており監視不可であることを、システムが前提と

しているためです。

注

•会議を続行するための会議リソースが使用可能である。

最大延長は、すべての会議で 24時間です。

会議の延長時のアナウンスを設定できます。

関連トピック

• 会議のアナウンスの変更, 51ページ
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会議の自動終了
一定の条件に合致すると、会議は自動的に終了します。その他の場合は、権限を持つユーザが終

了させる必要があります。会議の自動終了が迫った場合、会議終了の数分前に警告メッセージの

音声が参加者に流れます。

会議は、次の表に記載された条件に従って終了します。

即時終了する場合

割り当てられた時間に従って終

了する場合会議の種類

権限のあるユーザが会議終了の

操作を実行する。

少なくとも1人のユーザが、い
ずれかのアクセスポイント

即時会議

（Web、音声、ビデオ）から会
議にとどまっている。

または

電話の最後の参加者が電話を切

る。Web会議室にとどまってい
る参加者の数に関係なく、会議

の音声、ビデオおよびWeb部
分のすべてが終了します。

権限のあるユーザが会議終了の

操作を実行する。

少なくとも1人のユーザが、い
ずれかのアクセスポイント

（Web、音声、ビデオ）から会
議にとどまっている。

スケジュールされた会議

または

同じ会議 IDを持つ別の会議
が、現在の会議の終了予定後、

ただちに開始するようにスケ

ジュールされている。

会議を終了する権限を持っていれば、いつでも会議を終了できます。これは、アカウントに対し

て分単位で料金が請求される場合に、会議の終了後すぐに追加料金の発生を抑えるのに特に便利

です。また、会議の用件が済み次第会議を終了すれば、組織内で会議リソースを必要としている

他のユーザが会議リソースを使用できるようになります。

会議のホストは、システム管理者によって許可されていれば、音声会議を延長してWeb会議
を終了できます。

注

関連トピック

• [会議の詳細] Webページからの会議の終了, 41ページ
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[会議の詳細] Web ページからの会議の終了
操作を行う前に

ユーザは、当該会議のオーナーまたはスケジュール担当者である必要があります。会議のオーナー

またはスケジュール担当者でない場合は、会議のオーナーの代理人、システム管理者、または出

席者である必要があります。

権限のあるユーザは、参加しなくても会議を終了できます。注

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議の検索]を選択します。

ステップ 3 終了する会議の IDを選択します。

ステップ 4 [会議の終了]を選択します。

関連トピック

• 会議の自動終了, 40ページ
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第 8 章

アカウント基本情報の変更

[アカウント基本情報]ページには、ユーザアカウントに関する情報が表示されます。ほとんどの
情報は、アカウントの作成時にシステム管理者によって設定されています。

• 名前、時間帯、言語、または課金コード情報のアップデート, 43 ページ

• 連絡先情報のアップデート, 44 ページ

• 電子メールアドレスのアップデート, 45 ページ

• 通知オプションのアップデート, 46 ページ

• Cisco Unified MeetingPlaceのパスワードの制限, 47 ページ

• Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルパスワードの変更, 48 ページ

• パスワード入力を要求するための Cisco Unified MeetingPlaceの設定, 49 ページ

• 代理人にするユーザの割り当て, 49 ページ

名前、時間帯、言語、または課金コード情報のアップデー

ト

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 個人情報の設定をアップデートします。
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操作オプション

時間帯を選択します。この情報は、スケジュー

ルや通知のアクティビティの設定に使用されま

す。

時間帯

会議の言語を選択します。この設定は、Web会
議システムにサインインしたときのデフォルト

の言語を特定するのに使用されます。

言語

Cisco Unified MeetingPlaceで行う会議のために
組織で使用する課金コードを入力します。

課金コード

自分の代理として特定の操作の実行が許可され

ている人のユーザ IDを入力します。操作には、
代理ユーザ ID

会議の再スケジュール、表示、削除、終了など

が含まれます。

代理人は、ある人物の代わりとして会議

をスケジュールすることはできません。

他のユーザのために会議をスケジュール

できるのは、システム管理者または出席

者の権限があるユーザに限定されます。

代理人を割り当てる場合は、システム管

理者に連絡してください。

注

ステップ 4 [送信]を選択して、完了します。

関連トピック

• プロファイルアカウントについて, 1ページ
• フィールドリファレンス：[アカウント基本情報]ページ, 77ページ

連絡先情報のアップデート

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [参加設定]セクションまでスクロールして、自分の設定を変更します。
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操作オプション

自分のメイン電話番号を入力します。電話番号

携帯電話番号など、自分に連絡を取る際に使用

できる代替電話番号を入力します。

代替電話番号

使用するポケットベルサービスの種類を選択し

ます。

ポケットベルの種類

自分のポケットベル番号を入力します。ポケットベル番号

自分の都合のよい会議への参加方法を選択しま

す。

参加方法

メイン、代替、ポケットベルのうちのどの番号

から先にダイヤルするか、その順番を選択しま

す。

検索方法

ステップ 4 [送信]を選択します。

関連トピック

• プロファイルアカウントについて, 1ページ
• フィールドリファレンス：[アカウント基本情報]ページ, 77ページ

電子メールアドレスのアップデート
CiscoUnifiedMeetingPlaceでは、電子メールを使用して会議情報が送信されます。次の手順を実行
して、電子メールアドレス、または都合のよい通知受信方法をアップデートします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [受信通知]セクションまでスクロールして、自分の設定を変更します。

操作オプション

自分の電子メールアドレスを入力します。ここ

には、ユーザのインターネット電子メールの完

電子メールアドレス

全なアドレス（たとえば、

UserName@CompanyName.com）を設定するこ
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操作オプション

とも、ユーザの電子メールのエイリアス（たと

えば、JohnSmith）を設定することもできます。

ステップ 4 [送信]を選択します。

関連トピック

• プロファイルアカウントについて, 1ページ
• フィールドリファレンス：[アカウント基本情報]ページ, 77ページ

通知オプションのアップデート

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [会議のプリファレンス]を選択します。

ステップ 4 [通知オプション]セクションまでスクロールして、自分の設定を変更します。

操作オプション

システムから会議の通知を招待者に送信する場

合は、[はい]を選択します。そうでない場合
会議のために送信

は、[いいえ]または [グループデフォルト]を選
択します。

会議の通知の重要度を選択します。通知の優先順位

会議の情報が変更された場合に、アップデート

された通知をシステムから招待者に送信するに

会議が変更された場合に送信

は、[はい]を選択します。そうでない場合は、
[いいえ]または [グループデフォルト]を選択し
ます。

会議の通知に招待者リストを追加する場合は、

[はい]を選択します。そうでない場合は、[いい
Webからのスケジュール時に招待者リストの追
加

え]または [グループデフォルト]を選択しま
す。
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操作オプション

通知に会議パスワードを追加する場合は、[は
い]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]
または [グループデフォルト]を選択します。

会議パスワードの追加

ステップ 5 [送信]を選択します。

関連トピック

• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79ページ

Cisco Unified MeetingPlace のパスワードの制限
Cisco Unified MeetingPlaceでは、3種類のパスワードを使用できます。

• Webからサインインするときにプロファイルに関連付けられるパスワード。

•電話からサインインするときにプロファイルに関連付けられるパスワード。

•会議をスケジュールするときに割り当てる固有のパスワード。パスワードを使用して会議を
スケジュールする場合、会議に参加するすべてのユーザがパスワードを入力する必要があり

ます。

次の表は、パスワードのそれぞれに関連付けられた制限を示しています。

制限事項パスワードの種類

Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータル
からのサインインに使用されるパスワード。

このパスワードは、ユーザ IDに関連付け
られます。

注

•このパスワードの長さは、システム管理者
が設定した最小長以上である必要がありま

す。デフォルトの最小長は 5文字です。

•このパスワードには 24字以内の数字およ
び文字を使用できます。

•このパスワードは大文字と小文字が区別さ
れ、空白にはできません。

このパスワードには、システム管理者に

よって設定されたルールも適用されます。

注

電話または Cisco Unified MeetingPlaceを使用し
て Cisco Unified IP Phoneにサインインするのに
使用されるパスワード。

•このパスワードの長さは、システム管理者
が設定した最小長以上である必要がありま

す。デフォルトのパスワードの最小長は 5
文字です。
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制限事項パスワードの種類

このパスワードは、電話のプロファイル

番号と関連付けられており、暗証番号と

も呼ばれます。

注 •このパスワードには数字のみを使用できま
す。

•このパスワードには 25文字以上の文字は
使用できず、空白にすることもできませ

ん。

このパスワードには、文字、数字、またはその

両方を使用できます。

会議パスワード。

このパスワードは、会議のスケジュール時に会

議のスケジュール担当者によって指定されま

す。

関連トピック

• ユーザ IDとパスワード, 2ページ
• パスワードに関する問題, 67ページ

Cisco Unified MeetingPlace プロファイルパスワードの変
更

操作を行う前に

Cisco Unified MeetingPlaceのパスワードの制限についてのトピックを参照します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [パスワードの変更]を選択します。

ステップ 4 [パスワードの変更]ページで、該当のパスワードを変更します。

•ユーザ IDパスワードとは、Web上で使用するパスワードのことです。

•プロファイル暗証番号とは、電話で使用するパスワードのことです。

ステップ 5 完了したら、[送信]を選択します。

関連トピック

• プロファイルアカウントについて, 1ページ
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• ユーザ IDとパスワード, 2ページ
• Cisco Unified MeetingPlaceのパスワードの制限, 47ページ
• パスワードに関する問題, 67ページ

パスワード入力を要求するための Cisco Unified
MeetingPlace の設定

ユーザが会議にダイヤルインする際に、ユーザに対してプロファイルパスワードの入力を要求す

る場合は、次の手順を実行します。

操作を行う前に

この手順では、CiscoUnifiedMeetingPlaceシステムがアウトダイヤル機能をサポートしていること
を前提としています。

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [会議のプリファレンス]を選択します。

ステップ 4 [暗証番号を要求]を [はい]に設定します。

ステップ 5 [送信]を選択します。

関連トピック

• ユーザ IDとパスワード, 2ページ
• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79ページ

代理人にするユーザの割り当て
代理人は、ある人物の代わりに特定の操作を実行することを許可された人です。操作には、会議

の再スケジュール、表示、削除、終了などが含まれます。代理人は、ある人物の代わりとして会

議をスケジュールすることはできません。他のユーザのために会議をスケジュールできるのは、

システム管理者または出席者の権限があるユーザに限定されます。代理人は、会議の前または会

議中にユーザ権限を変更することもできません。

操作を行う前に

代理人はユーザタイプの 1つです。代理人を選択できるためには、システム管理者によってユー
ザが代理人として分類されていることが必要です。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 割り当てるユーザのユーザ IDを [代理人ユーザ ID] フィールドに入力します。
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第 9 章

会議のプリファレンスの変更

[会議のプリファレンス]ページには、会議のスケジュールや運営方法に関するビジネスルールが
表示されます。ほとんどの情報は、アカウントの作成時にシステム管理者によって設定されてい

ます。

• 会議のアナウンスの変更, 51 ページ

• 会議延長のアナウンスの設定, 53 ページ

• 会議のセキュリティ設定のアップデート, 54 ページ

• デフォルトのビデオ形式の変更, 56 ページ

会議のアナウンスの変更
CiscoUnifiedMeetingPlaceには、会議の管理に役立つアナウンスがいくつか用意されています。会
議に新しい参加者が参加したとき、会議から退室するとき、会議の終了が近いとき、および会議

が延長されるときのアナウンスに加え、ユーザが電話で会議に入室しようとしたときに流れるア

ナウンスを設定することもできます。これらのアナウンスは変更することも、すべて無効にする

こともできます。

大規模な会議で、各参加者の入室時にアナウンスするよう設定している場合は、次の手順を実

行して、入室のアナウンスを [サイレント]に変更してください。
ヒント

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [会議のプリファレンス]を選択します。

ステップ 4 次の設定を行います。
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操作オプション

新しい参加者が会議に参加したときにアナウン

スする内容を選択します。

入室のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に入室者があると、
短いビープ音が鳴ります。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音
された参加者の名前がアナウンスされま

す。

参加者が入室したときに名前がアナウンス

されない場合は、参加者が会議への入室前

に名前を録音しなかった可能性がありま

す。会議が始まる前に、参加者に名前を確

認してください。

• [サイレント]：入室者があっても何も通知
されません。

参加者が会議から退室したときにアナウンスす

る内容を選択します。

退室のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に退室者があると、
短いビープ音が鳴ります。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音
された参加者の名前がアナウンスされま

す。

参加者が退室したときに名前がアナウンス

されない場合は、参加者が会議への入室前

に名前を録音しなかった可能性がありま

す。

• [サイレント]：退室者があっても何も通知
されません。

会議が終了することをシステムからアナウンス

させる場合は、[はい]を選択します。そうでな
会議終了のアナウンス

い場合は、[いいえ]または [グループデフォル
ト]を選択します。

会議が延長されることをシステムからアナウン

スさせる場合は、[はい]を選択します。そうで
会議延長のアナウンス

ない場合は、[いいえ]または [グループデフォ
ルト]を選択します。

   Cisco Unified MeetingPlace リリース 8.0 ユーザガイド
52 OL-20175-01-J  

会議のプリファレンスの変更

会議のアナウンスの変更



操作オプション

ユーザが会議の音声部分に参加したときにアナ

ウンスする内容を選択します。

会議入室モード

• [会議 IDのエコー]：ユーザが自分の選択
を確認できるように会議 IDを繰り返しま
す。ユーザが最初に会議 IDを入力したと
きに、確認のためにその IDを繰り返しま
す。ユーザは会議 IDを確認した後、名前
を録音するように求められ、それから会議

に入室します。

• [IDスキップの繰り返し]：会議 IDの繰り
返しがスキップされます。ユーザは、初め

て会議に入室する際に、名前を録音するよ

うに求められ、それから会議に入室しま

す。

• [IDスキップの繰り返しと名前のスキッ
プ]：会議 IDと録音内容の繰り返しがス
キップされます。ユーザは最初に会議 ID
を入力したときに名前の録音を求められる

ことなく、会議に直接入室します。

ステップ 5 [送信]を選択します。

関連トピック

• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79ページ

会議延長のアナウンスの設定
Cisco Unified MeetingPlaceでは、Cisco Unified MeetingPlaceアプリケーションサーバの会議延長オ
プションに従って自動的に会議を延長できます。次の手順を実行して、自動会議延長のアナウン

スをオンまたはオフにしてください。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [会議スケジュールの作成]を選択します。

ステップ 3 [その他のオプション]を選択します。

ステップ 4 [会議の延長]パラメータを設定します。

ステップ 5 [送信]を選択して [新しい会議]ページに戻り、会議のスケジュールを続行します。

関連トピック

• 会議の延長, 39ページ

会議のセキュリティ設定のアップデート

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [会議のプリファレンス]を選択します。

ステップ 4 [会議のセキュリティ]セクションまでスクロールして、自分の設定を変更します。

操作フィールド

企業のファイアウォールの外にいる参加者が

Web会議にアクセスできるかどうかを指定しま
す。

外部Web参加者を許可

• [はい]：外部のWebサーバで会議をスケ
ジュールし、ユーザがインターネット（企

業のプライベートネットワークの外部）

を介して会議に参加できるようにします。

• [いいえ]：内部Webサーバで会議をスケ
ジュールし、企業のプライベートネット

ワークの内部にいるユーザのみ会議にアク

セスできるようにします。

このパラメータが表示されるのは、Cisco
Unified MeetingPlaceが外部サイトを含め
て設定されている場合だけです。

注
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操作フィールド

すべての会議でパスワードを必要にするには、

[はい]を選択します。そうでない場合は、[いい
パスワードが必要

え]または [グループデフォルト]を選択しま
す。

会議に参加するためにパスワードの入力が不要

なユーザを指定します。

パスワードをスキップできるユーザ

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：プロ
ファイルユーザは、会議に参加するとき

にパスワードの入力をスキップできます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：会議に
招待されたプロファイルユーザだけが、

会議に参加するときにパスワードの入力を

スキップできます。

ユーザが公開会議を検索した場合、[会議の検
索]ページにこの会議を表示するかどうかを指
定します。

会議の存在を公開

• [はい]：会議がすべてのユーザに表示され
ます。

• [いいえ]：会議が会議の招待者だけに表示
されます。

会議の参加できるユーザを指定します。会議の参加者の資格

• [全員]：この会議には制限がありません。
プロファイルユーザとゲストユーザの両

方が参加できます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：この
会議のどのコンポーネント（音声、Web、
およびビデオ）も、Cisco Unified
MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを
使用してサインインしたプロファイルユー

ザだけに制限されます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：この会
議のどのコンポーネント（音声、Web、お
よびビデオ）も、招待されたプロファイル

ユーザに制限されます。招待されたプロ

ファイルユーザは、Cisco Unified
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操作フィールド

MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを
使用してサインインする必要があります。

ステップ 5 [会議の記録]セクションまでスクロールして、会議の記録にアクセスできるユーザを指定します。

オプションフィールド

会議記録へのアクセス • [なし]：アクセスは完全に制限されます。
この会議に関連する記録には誰もアクセス

できません。

• [全員]：アクセスはまったく制限されませ
ん。ゲストユーザを含む全員が、この会

議に関連する記録にアクセスできます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：Cisco
Unified MeetingPlaceのユーザ IDとパス
ワードを使用してサインインしたユーザで

あれば、誰でも記録にアクセスできます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：アクセ
スは、会議に招待された Cisco Unified
MeetingPlaceプロファイルユーザのみに制
限されます。招待されたプロファイルユー

ザは、Cisco Unified MeetingPlaceのユーザ
IDとパスワードを使用してサインインす
る必要があります。

ステップ 6 (オプション) 下方向にスクロールし、[暗証番号を要求]で [はい]を選択します。

ステップ 7 [送信]を選択します。

関連トピック

• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79ページ

デフォルトのビデオ形式の変更
[デフォルトのビデオ形式]オプションでは、会議の際に、システムによってサポートされるビデ
オのレベルを決定できます。ビデオ形式は、システム管理者によって事前に設定されています。

ユーザがビデオ会議に出席するためには、少なくとも、各ユーザのビデオ形式が指定のビデオ形

式に一致している必要があります。
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参加できるビデオ参加者の幅をできる限り広げるには、低い画質に対応したビデオ形式を選択

します。

ヒント

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace Webユーザポータルにサインインします。

ステップ 2 [アカウント]を選択します。

ステップ 3 [会議のプリファレンス]を選択します。

ステップ 4 [デフォルトのビデオ形式]でオプションを選択します。
形式のオプションの詳細を表示するには、[詳細を表示]を選択します。

ここで選択したビデオ形式は、これ以降のすべての会議に適用されます。

関連トピック

• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79ページ
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第 10 章

Cisco Unified MeetingPlaceのトラブルシュー
ティングとヘルプの参照

• マニュアルの検索場所, 59 ページ

• エラーメッセージ, 60 ページ

• サインインに関する問題, 63 ページ

• スケジュールに関する問題, 64 ページ

• 会議の検索に関する問題, 65 ページ

• 会議の通知に関する問題, 66 ページ

• パスワードに関する問題, 67 ページ

• 会議への参加に関する問題, 67 ページ

• 音声会議に関する問題, 68 ページ

• 記録に関する問題, 69 ページ

マニュアルの検索場所
今回リリースされた Cisco Unified MeetingPlaceでは、スケジュールおよび参加を Cisco Unified
MeetingPlaceから行うか、または Cisco WebEx Webユーザポータルから行うかに応じて、2種類
のユーザマニュアルが用意されています。

次のWebページでは、Cisco.comで入手できる Cisco Unified MeetingPlaceのエンドユーザマニュ
アルの最新版を参照できます。 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_
guide_list.html

Cisco WebExエンドユーザマニュアル（Web会議室の情報も含む）の場合は、[ヘルプ] ➤ [Cisco
WebEx会議センターヘルプ]を選択します。
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エラーメッセージ

解決策考えられる原因エラーメッセージ

サインインページで [新しいログインの
強制]を選択します。

Cisco Unified MeetingPlace
のホームページに接続する

と、そのユーザのセッショ

セッション使用中

ン情報が保持され、会議を

検索、スケジュール、また

は更新するときやアカウン

トを設定するときに使用さ

れます。このセッション情

報は、前回のセッションか

ら最短 1時間、最長 24時
間保持されます。

内部システム用の URLを入力している
かどうかを確認してください。場合に

Cisco Unified MeetingPlace
システムが内部アクセス

（社内ネットワーク）と外

会議 ID は見つかりませ

んでした
よっては、会議のスケジュール担当者ま

部アクセス（インターネッ たはシステム管理者に問い合わせる必要
ト）の両方に対応するよう があります。内部システムの URLがわ
に設定されており、外部ア かっている場合は、そのWebサイトの

会議 IDを使用してください。クセス用の URLを入力し
たと思われます。

システム管理者に連絡し、システムに

Web会議ライセンスを追加するよう依頼
システムのWeb会議ライ
ンセンスが不足していま

す。

操作に使用できるシステム

リソースがありません。

してください。または、（他のエンド

ユーザがWeb会議を終了するなど）ラ
イセンスが使用可能になるまで待ってく

ださい。

ブラウザを開き、[会議の検索]ボタンを
クリックして会議を検索し、[接続]を選
択して会議に参加します。

不明会議に参加するには早すぎ

ます。

期限切れになった接続を閉じて、もう一

度接続してください。

最初とは別の場所から
Cisco Unified MeetingPlace
にサインインすると、最初

セッションが期限切れにな

りました

のブラウザ接続が切断され

ます。

サインインした後、セッ

ションに参加していない状
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解決策考えられる原因エラーメッセージ

態が1時間を過ぎると自動
的に切断され、他のユーザ

のためにリソースが解放さ

れます。その際、セッショ

ンが期限切れであることが

通知されます。

別のWebブラウザを開き、そこから新
しい会議に出席します。たとえば、最初

同じWebブラウザから新
しい会議に出席しようとし

ています。

WebEx 会議はすでに進行

中です。別のブラウザを使

用して、新しい会議を開始

してください。

の会議に Internet Exploreから出席してい
る場合は、新しい会議には Firefoxから
出席します。

システム管理者に、Cisco WebExサイト
を会議パスワードが不要な設定にするよ

う依頼してください。

CiscoWebExサイトは会議
パスワードが必要な設定に

なっています。

会議のスケジューリングで

エラーが発生しました

• [All meetings must have a password]
チェックボックスをオフにします。

• [Require strict passwords for meetings]
チェックボックスをオフにします。

表示されるヒントを参照して、会議を再

スケジュールしてください。スケジュー

画面上に示されている理由

により、会議をスケジュー

ルできませんでした。

WebEx会議のスケジュール

に失敗しました。
ルに失敗した場合の一般的な理由は次の

とおりです。

•必要なすべての情報を入力していま
せん。

•指定した会議 IDが一意ではありま
せん。その会議をスケジュールして

いる日時および期間に同じ会議 ID
が存在します。会議 IDを変更して
ください。

•システムリソースが不足している
ため、その日時には会議をスケ

ジュールできません。可能であれ

ば、別の日時を選択するか、参加者

数を少なくしてください。

別の会議 IDを選択してください。会議が正式に開始される直

前に参加者が参加できるよ

会議 ID を使用できませ

ん
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解決策考えられる原因エラーメッセージ

うにし、必要であれば会議

を延長できるようにするた

め、実際には、スケジュー

ル担当者の指定より多少長

い時間が会議用として確保

される場合があります。そ

のため、同じ会議 IDを使
用する2つの会議をごく近
い日時にスケジュールする

ことができない場合があり

ます。この機能に影響を与

える設定はシステム管理者

が行います。

[会議の検索]タブを使用して、一度スケ
ジュールした会議を再度スケジュールし

ていないかどうかを確認します。

システムから応答がある前

に、[スケジュール]ボタン
を2回選択した可能性があ
ります。そのため、スケ

スケジュールされている会

議は、Cisco Unified

MeetingPlace の会議と

は異なります
ジュールした会議と応答の

間に遅延が生じました。

ゲストユーザを許可するように会議を再

スケジュールします。

会議は Cisco Unified
MeetingPlaceプロファイル
ユーザだけが参加できるよ

ゲストプロファイルはシス

テム用に予約されているた

め、現在の操作に使用でき

ません。 うスケジュールされていま

す。ゲストは参加できませ

ん。

内部のWebサーバにサインインして、
同じ会議を検索してください。会議は過

外部のWebサーバで 24時
間以上前に開催された会議

[5164] 指定された ID

の会議は見つかりませんで

した 去の会議として表示され、記録は会議の

一部として利用できるはずです。

にアクセスしようとしてい

ます。

システム管理者に問い合わせてくださ

い。

CiscoWebExサーバとCisco
UnifiedMeetingPlaceサーバ
の時間差が大きすぎるため

電話との通信中にエラーが

発生しました

（6分以上）、これら 2つ
のサーバ間の認証に失敗し

ました。

Web会議室から [音声] ➤ [テレビ会議
に参加]を選択して、会議の音声部分に
参加してみます。

音声会議がまだ作成されて

いません。
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解決策考えられる原因エラーメッセージ

会議 IDを確認し、正しい会議にアクセ
スしていることを確認してください。正

ファイアウォールの外側か

ら内部会議に出席しようと

しています。

会議に接続されていませ

ん。再接続しています...
しい場合は、会議のスケジュール担当者

に連絡し、会議を外部会議として再スケ

ジュールするように要求してください。

サインインに関する問題

電話からサインインできない

電話でサインインできません。また、CiscoUnified IP PhoneでCiscoUnifiedMeetingPlace PhoneView
を使用してサインインすることもできません。サインイン時にエラーメッセージが表示されま

す。

(考えられる原因)    Cisco Unified MeetingPlaceシステムで、プロファイルが初期化されていませ
ん。

(解決法)    まず Cisco Unified MeetingPlaceのWebユーザポータルにアクセスし、自分のユーザ ID
とパスワードを入力してサインインして、プロファイルを初期化してください。その後、標準の

電話または Cisco Unified IP Phoneを使用して、もう一度サインインしてみてください。

アウトダイヤル時にプロファイルパスワードを要求される

(考えられる原因)    プロファイルパスワードの期限が切れているため、会議にアクセスするには

パスワードを変更する必要があります。

(解決法)    プロファイルパスワードを入力し、音声プロンプトに従ってパスワードを変更してくだ

さい。

電話のプロファイル番号を思い出せない

(解決法)    自分のWebユーザ IDとパスワードがわからない場合は、システム管理者に問い合わせ
てください。Webユーザ IDとパスワードがわからない場合は、プロファイル情報の検索, 3ペー
ジ<xref/>を参照し、[プロファイル番号]フィールドを確認してください。<uicontrol>

サインイン後に何も起きない

(考えられる原因)    ゲストとしてサインインする際に、承認が必要な場合があります。会議の開

催者に対して承認メッセージが表示されます。要求が却下された場合は、会議へ入室できず、

要求が却下されたというメッセージが表示されます。
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(解決法)    要求が誤って却下されたと思われる場合は、会議のホストまたは主催者に連絡してくだ

さい。

同じユーザ名でサインインできない

(考えられる原因)    前回のサインインのときに [ユーザ情報を保存]チェックボックスをオンにし
ました。<uicontrol>

(解決法)    サインアウトして再度サインインし、[サインイン]を選択する前に [ユーザ情報を保存]
チェックボックスをオフにしてください。<uicontrol><uicontrol>

サインイン情報が表示されない

以前に [ユーザ情報を保存]<uicontrol>チェックボックスをオンにしました。しかし、その後のサ
インイン時には自分のサインイン情報が消去され、サインインできません。

(解決法)    ブラウザウィンドウを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開き、Cisco Unified
MeetingPlace<ph/>サーバの URLを再入力してください。

スケジュールに関する問題

Web 会議をスケジュールできない
Webと音声を両方使用する会議をスケジュールしたいのですが、[スケジュール]を選択すると、
音声のみの会議をスケジュールするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

(考えられる原因)    Web会議の開催は、Webライセンスの使用状況によって決まります。十分な
数のWebライセンスを使用できないときに会議をスケジュールしようとすると、選択肢とし
て音声のみの会議が提示されます。

(解決法)    音声のみの会議が適切でない場合は、会議の日時を変更するか、参加者を少なくしてく

ださい。

Microsoft Outlook でスケジュールした会議を更新した後、通知が送信
されない

Microsoft Outlookで会議をスケジュールし、その後、別のインターフェイスを使用してその会議
を変更したところ、どの招待者にも新しい会議通知が送信されません。

(考えられる原因)    Microsoft Outlookでスケジュールした後、Webなど別のインターフェイスを
使用してその会議を変更または削除した場合は、新しい通知が送信されません。

(解決法)    変更した会議について、更新後の会議情報を知らせる電子メールを招待者に送信します。

今後、会議の変更または削除を行う際は、必ず会議のスケジュールに使用したのと同じインター

フェイスを使用してください。

   Cisco Unified MeetingPlace リリース 8.0 ユーザガイド
64 OL-20175-01-J  

同じユーザ名でサインインできない

スケジュールに関する問題



会議の検索に関する問題

[検索] リンクが表示されない
会議サーバのURLを入力するとCiscoUnifiedMeetingPlaceホームページが表示されますが、[会議
スケジュールの作成]<uicontrol>や [会議の検索]<uicontrol>などのリンクは表示されません。

(考えられる原因)    会議システムが内部アクセス（社内ネットワーク）と外部アクセス（イン

ターネット）の両方に対応するように設定されており、外部アクセス用の URLを入力したと
思われます。

(解決法)    内部システム用のURLを入力しているかどうかを確認してください。場合によっては、
会議のスケジュール担当者またはシステム管理者に問い合わせる必要があります。

[自分の会議] オプションを使用できない
(解決法)    Cisco Unified MeetingPlace<ph/>のユーザ IDとパスワードを使用してサインインしている
ことを確認してください。

会議を検索できない

(解決法)    ページを更新して、最新データを表示してください。

会議が見つからない

探している会議が、あるはずのリストに表示されません。

(解決法)    次の方法を試してください。

•会議の数が多すぎるため、1つの画面に収まらない場合があります。一番下にあるリンクを
選択して、リスト内のその他の会議を表示します。

•見つけようとしている会議または記録のタイプに対応するラジオボタンを選択していること
を確認します。

•検索の日付範囲を確認します。年を 4桁で入力していることを確認します。

•検索している会議が、公開された会議ではない可能性があります。

スケジュール担当者から会議通知が送られてこない

(解決法)    次の方法を試してください。

•自分のプロファイルに入力されている電子メールアドレスが正しいかどうかを確認します。
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•会議のスケジュール担当者が会議をスケジュールしたときに電子メールアドレスを間違って
入力した可能性があります。スケジュール担当者に連絡して、電子メールアドレスが正し

いかどうかを確認してください。

•システム管理者によって、一部またはすべての会議通知があなたに送信されないように設定
されている可能性があります。システム管理者に問い合わせてください。

•ネットワークまたはその他の問題が発生している可能性があります。システム管理者に問い
合わせてください。

会議の通知に関する問題

招待者が会議通知を受信できない

(解決法)    次のいずれかを変更すると、新しい会議通知が自動的に送信されます。

•開始時刻

•会議 ID

•パスワード

•招待者のリスト

上記以外の変更では通知が送信されません。上記いずれかの情報を変更したにもかかわらず通知

が送信されない場合は、次のような原因が考えられます。

•招待者のプロファイルに、各自の電子メールアドレスが正しく入力されていない可能性があ
ります。通知を受け取っていない招待者に連絡し、各自のプロファイルの電子メールアドレ

スを確認するよう指示してください。

•会議をスケジュールするとき、招待者の電子メールアドレスを正しく入力しなかった可能性
があります。通知を受け取っていない招待者の電子メールアドレスを確認してください。

•システム管理者によって、一部の招待者が会議通知を受け取れないように設定されている可
能性があります。または、特定のユーザがスケジュールまたは再スケジュールする会議につ

いて、通知が送信されないように設定されている可能性があります。システム管理者に問い

合わせてください。

ユーザ ID またはパスワードが割り当てられていない
(解決法)    システム管理者に連絡して、ユーザ IDまたはパスワードの割り当てを依頼してくださ
い。一部の会議にはゲストとしてサインインできます。それ以外の会議では、ホストの承認があ

ればゲストとしてログインできますが、承認に数分かかる場合があります。
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パスワードに関する問題

パスワードを忘れてしまった

(解決法)    システム管理者に連絡して、パスワードのリセットを依頼してください。

パスワードが受け入れられない

(解決法)    次の点を確認してください。

•パスワードは大文字と小文字が区別されます。Caps Lockキーが解除されていることを確認
してください。

•正しいパスワードを入力したことを確認します。プロファイルユーザはそれぞれ 2つのパス
ワードを持っています。Web上でサインインするためのパスワードと、電話を使用してサイ
ンインするためのパスワードです。

•アカウント管理者に連絡して、アカウントのアクセスを確認します。

会議への参加に関する問題

会議に参加できない

Cisco Unified MeetingPlaceにはサインインできますが、会議には参加できません。

(考えられる原因)    無効な会議 IDを入力しました。

(解決法)    会議 IDを確認の上、正しい IDを入力してください。

(考えられる原因)    会議の開始時間が別の時間にスケジュールされています。

(解決法)    会議の時間を確認した上で、会議に参加してください。

(考えられる原因)    会議への参加にはパスワードが必要です。確認するには、Webユーザポータ
ルの [会議の詳細]ページに移動します。

(解決法)    パスワードが正しいことを確認してください。よくわからない場合は、会議の主催者に

連絡してください。

(考えられる原因)    この会議には、Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルを持っているユーザ
のみ参加できます。確認するには、Webユーザポータルの [会議の詳細]ページに移動します。

(解決法)    ユーザプロファイルの作成が必要な場合は、システム管理者に問い合わせてください。
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(考えられる原因)    会議ごとに設定されている最大ポート数に達しました。

(解決法)    システム管理者に問い合わせてください。

(考えられる原因)    MicrosoftOutlookの電子メール配布リストの一部として招待されました。Cisco
Unified MeetingPlace for Microsoft Outlookでは配布リストの展開を行わないため、配布リスト
に登録された個々のユーザは会議には追加されません。

(解決法)    会議の主催者に連絡して、会議に参加するための会議情報の送付を依頼してください。

会議に参加しようとすると、[会議の参照] ページが開く
2つの会議をスケジュールしました。それらの会議に参加しようとすると、ブラウザの 1つが会
議に接続する代わりに [会議の参照]ページを表示します。<wintitle>

(考えられる原因)    Cisco Unified MeetingPlaceでは、ユーザが 2つの会議を同時にスケジュール
しホストすることはできません。

(解決法)    [会議の参照]ページを閉じます。<wintitle>このページから会議への参加を試みるのでは
なく、適切に開いた会議で作業を続け、2つ目の会議は後で再スケジュールします。

音声会議に関する問題

参加者の音声を聞き取れない

(解決法)    その参加者に、電話の音量を上げるよう依頼してください。

背景ノイズが大きい

(解決法)    Web会議室のホストである場合は、[参加者]リストで音声の回線がオンになっている人
を確認してノイズの発生源を特定し、問題の回線をミュートにします。<wintitle>

名前がアナウンスされない

参加者が会議へ入室するとき、または会議から退室するとき、その参加者の名前がアナウンスさ

れない場合があります。アナウンスオプションは [ビープと名前]に設定されています。<uicontrol>

(考えられる原因)    その参加者がシステムにサインインしたとき、名前が記録されなかった可能

性があります。音声接続を介して会議に参加するすべての参加者は、各自の名前を記録する

よう求められます。
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(解決法)    会議の音声メディアに参加するすべてのユーザが名前を明らかにするよう要求する場合

は、プロンプトが聞こえた時点で、各自の名前を記録するよう参加者に指示してください。

Web 会議室からホストとしてダイヤルアウトできない
(解決法)    システム管理者は、Cisco WebExアカウントの次の設定を確認する必要があります。

•コールインテレビ会議

•コールバックテレビ会議

•グローバルコールバックテレビ会議

•その他のテレビ会議サービス

また、CiscoUnifiedMeetingPlaceプロファイル設定でダイヤルアウトできるようになっていること
を確認してください。

音声をミュートしてもビデオエンドポイントがミュートされない

ビデオエンドポイントから会議に参加しています。#5を押して音声をミュートしても、ビデオ
エンドポイントが自動的にミュートされません。

(考えられる原因)    設定に問題があると考えられます。ハードウェアのメディアサーバ設定を

使って会議中に音声のミュートを選択すると、ビデオエンドポイントも自動的にミュートさ

れます。ただし、Cisco UnifiedMeetingPlaceシステムがソフトウェアのメディアサーバで設定
されている場合は、自動的にミュートされません。

(解決法)    メディアサーバの設定についてシステム管理者に問い合わせてください。あるいは、ビ

デオエンドポイントに備わっているミュート機能を使用します。

記録に関する問題

電話機から記録を開始しても、Web 会議室で記録が開始されない
(解決法)    これは仕様です。電話機のキーバッドを使用して記録を開始しても、対応するWeb会議
室の記録は自動的に開始されません。会議の音声部分とWeb部分を両方とも記録する場合は、
Web会議に参加した後、Web会議室から手動で記録を開始します。
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記録したコンテンツが見つからない

まず電話機から記録を開始しました。数分後、Web会議に参加し、Web会議室から記録を再度手
動で開始しました。同期された音声/Web記録をダウンロードしましたが、電話機で行った数分の
記録がありません。

(考えられる原因)    同期された音声/Web記録は、ユーザがWeb記録を開始したときを開始時と
して処理されます。Web記録の開始前に行われた音声記録は、音声記録とWeb記録の長さを
合わせるために省かれます。

(解決法)    省かれた音声記録は、Cisco Unified MeetingPlaceの [記録]ページに、別の音声記録とし
て保存されています。<wintitle>
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第 11 章

リファレンス

• フィールドリファレンス：[会議スケジュールの作成]ページ, 71 ページ

• フィールドリファレンス：会議の定例オプション, 73 ページ

• フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプション, 73 ページ

• フィールドリファレンス：[会議の検索]ページ, 76 ページ

• フィールドリファレンス：[アカウント基本情報]ページ, 77 ページ

• フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス]ページ , 79 ページ

フィールドリファレンス：[会議スケジュールの作成]ペー
ジ

CiscoUnifiedMeetingPlaceのプロファイルを使用してサインインしたユーザは、会議のスケジュー
ルの作成、会議一覧の表示、ゲストが使用できないシステム機能へのアクセスを実行できます。

説明フィールド

検索結果やユーザに対する会議の確認ページで会議を識別するための短い説

明。件名を指定しなかった場合は、会議のスケジュール担当者の姓がこのフィー

ルドに表示されます。

件名

任意の時点で行われている会議を一意に識別するために、システムで使用され

る番号。会議 IDは、システムによって自動的に割り当てることも、ユーザが
カスタム IDを割り当てることもできます。

会議 ID

常に自分の会議 IDを入力することをお勧めします。システムで生成され
た会議 IDは、システム管理者が設定した会議 IDのパターン制限と競合
する場合があります。

注

会議の日付。日付
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説明フィールド

会議の開始時刻。これは、時間帯の設定に基づいています。時刻

会議の長さ（分単位）。デフォルトでは、音声会議の最長時間は24時間、Web
会議の最長時間は 12時間です。会議の最短時間は 2分です。

長さ

自分が代行して会議をスケジュールする人のユーザ ID。次のユーザの代

理
このフィールドを使用できるのは、出席者またはシステム管理者権限を

持つユーザだけです。

注

会議に対して設定するオプションのパスワード。パスワード

会議をパスワードで保護する場合、会議にアクセスするすべての招待者は、こ

のパスワードを入力する必要があります。パスワードで保護する必要がない場

合は、このフィールドを空白のままにしておきます。

会社がコストの付け替えを行っている場合は、この会議のコストを負担するグ

ループまたは部門を識別するための番号を、このフィールドに入力します。

課金コード

特定の会議カテゴリ内の会議（すべての営業会議や危機管理会議など）に対し

て設定できるオプションのパラメータ。

会議のカテゴリ

会議のカテゴリは、システム管理者によって事前に設定されています。

企業のファイアウォールの外側にいるユーザがこの会議にアクセスできるかど

うかを指定します。

外部Web参加
者を許可

このフィールドを使用できるのは、CiscoUnifiedMeetingPlaceが外部Web
サーバを含めて設定されている場合だけです。

注

会議の参加者の最大数。参加者数

会議にビデオ端末を招待するためのオプションのチェックボックス。

[ビデオの使用]プロファイルが [ビデオ会議への参加およびホストができ
ます]に設定されている場合、CiscoUnifiedMeetingPlace会議のスケジュー
ル担当者には[ビデオ端末を招待]チェックボックスしか表示されません。

注

ビデオ端末を招

待

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
• 会議へのビデオ端末の招待, 32ページ
• スケジュール作業の中での参加者の招待, 32ページ
• 会議の再スケジュールまたは変更, 15ページ
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フィールドリファレンス：会議の定例オプション
これらのオプションは、[新しい会議]スケジュールページで [定例]を選択すると表示されます。

説明頻度

繰り返し行われない会議です。1回

毎日同じ時刻に行われます。毎日

2週間ごとに、同じ曜日の同じ時刻に行われます。隔週

毎週 1回、同じ曜日の同じ時刻に行われます。毎週

毎月 1回、特定の日にちまたは曜日に行われます。毎月の特定の日

毎月 1回、特定の曜日（第 1月曜日など）に行われます。毎月の特定の曜

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

注

平日にだけ行われます。平日

いつでも随時に行われます。継続

このフィールドを使用できるのは、システム管理者権限を持つユーザだけです。

継続会議をスケジュールして [最初の参加者が入室したらすべての招待者
にコール]を [はい]に設定すると、Web会議室からダイヤルアウトして
会議にすでに参加しているユーザがCiscoUnifiedMeetingPlaceシステムか
ら新しいコールを受け取る場合があります。これらのユーザは音声会議

にすでに参加しているため、この新しいコールは無視できます。

注

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
• 会議の再スケジュールまたは変更, 15ページ

フィールドリファレンス：その他のスケジュールオプ

ション
これらのフィールドでは、スケジュールする特定の会議のビジネスルールを指定します。これら

のオプションは、[新しい会議]スケジュールページから [その他のオプション]を選択すると表示
されます。
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システム構成とユーザプロファイルの設定によっては、次の表に示すパラメータの一部が表

示されない場合もあります。また、システム管理者が便宜上カスタマイズした「フレックス

フィールド」という追加のフィールドが表示されることもあります。数値のフレックスフィー

ルドの場合、入力する数値は -2147483648～ 2147483647の間にする必要があります。

注

説明フィールド

会議の説明を入力します。会議の説明

リストからオプションを選択して、会議の参加者の資格を指定し

ます。

参加者の資格

• [全員]：この会議には制限がありません。プロファイルユー
ザとゲストユーザの両方が参加できます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：会議のどのコンポーネ
ント（音声、Web、およびビデオ）も、Cisco Unified
MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使用してサインイ
ンしたプロファイルユーザだけに制限されます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：会議のどの部分（音声、
Web、およびビデオ）も、招待されたプロファイルユーザ
に制限されます。招待されたユーザは、Cisco Unified
MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使用してサインイ
ンする必要があります。

このオプションをオンにすると、ホームページ上の [会議の検索]
ボタンを使用してユーザが会議を検索したときに、この会議が検

索結果のリストに表示されます。

会議の存在を公開

このオプションをオフにすると、スケジュール担当者と招待者だ

けが [会議の検索]ページでこの会議を表示できます。

この機能を使用できるのは、メンテナンス会議をスケジュールす

るシステム管理者だけです。

すべてのポートを会議に予約

音声会議およびビデオ会議オプション

新しい参加者が会議に参加したときにアナウンスする内容を選択

します。

入室のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に入室者があると、短いビープ音が鳴
ります。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音された参加者の名
前がアナウンスされます。
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説明フィールド

参加者が入室したときに名前がアナウンスされない場合は、

参加者が会議への入室前に名前を録音しなかった可能性が

あります。会議が始まる前に、参加者に名前を確認してく

ださい。

• [サイレント]：入室者があっても何も通知されません。

参加者が会議から退室したときにアナウンスする内容を選択しま

す。

退室のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に退室者があると、短いビープ音が鳴
ります。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音された参加者の名
前がアナウンスされます。

参加者が退室したときに名前がアナウンスされない場合は、

参加者が会議への入室前に名前を録音しなかった可能性が

あります。

• [サイレント]：退室者があっても何も通知されません。

会議が終了することをシステムからアナウンスさせる場合は、[は
い]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]または [グループ
デフォルト]を選択します。

会議終了のアナウンス

会議が延長されることをシステムからアナウンスさせる場合は、

[はい]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]または [グルー
プデフォルト]を選択します。

会議延長のアナウンス

会議に関連付けられた記録にアクセスできるユーザを指定しま

す。

会議記録へのアクセス

• [なし]：アクセスは完全に制限されます。会議に関連する記
録には誰もアクセスできません。

• [全員]：アクセスはまったく制限されません。ゲストユー
ザを含む全員が、会議に関連する記録にアクセスできます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：Cisco Unified
MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使用してサインイ
ンしたあらゆるユーザに対してアクセスが許可されます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：アクセスは、会議に招待
されたプロファイルユーザのみに制限されます。招待され

たプロファイルユーザは、CiscoUnifiedMeetingPlaceのユー
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説明フィールド

ザ IDとパスワードを使用してサインインする必要がありま
す。

通知オプション

システムから会議の通知を送信する場合は、[はい]を選択しま
す。

有効

会議がアップデートまたは再スケジュールされた場合にシステム

から通知を送信する場合は、[はい]を選択します。
会議が変更された場合に送信

通知に招待者の名前を追加する場合は、[はい]を選択します。Webからのスケジュール時に
招待者リストの追加

関連トピック

• Web経由での会議のスケジュール , 8ページ
• 他のユーザの代理としての会議のスケジュール, 10ページ
• 会議へのビデオ端末の招待, 32ページ
• スケジュール作業の中での参加者の招待, 32ページ
• 会議の再スケジュールまたは変更, 15ページ

フィールドリファレンス：[会議の検索] ページ
説明パラメータ

検索範囲を特定のサイト内に制限します。検索するサイト

検索する会議の IDを入力します。数字 ID形式（12345など）とアルファベッ
ト ID形式（Salesなど）が使用できます。

会議 ID

デフォルトでは、当日にスケジュールされている会議が検索されます。過去ま

たは将来の会議を検索する場合は、該当するオプションをクリックします。

検索開始日 -検
索終了日

特定の会議のカテゴリ内（すべての営業会議や危機管理会議など）を検索でき

るオプションのパラメータ。

会議のカテゴリ

会議のカテゴリは、システム管理者によって事前に設定されています。

共有外部サーバ上でスケジュールされた会議は [会議のカテゴリ]に基づ
いて検索できません。共有外部サーバ上の会議を検索する場合は、代わ

りに [会議 ID]パラメータを使用します。

注
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説明パラメータ

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

公開された会議

の表示

[はい]を選択すると、すべての公開会議のリストが表示されます。

関連トピック

• 会議の検索, 29ページ

フィールドリファレンス：[アカウント基本情報] ページ

一部のフィールドは、次の表に記載されていません。注

説明フィールド

個人情報

時間帯を選択します。この情報は、スケジュールや通知のアクティビ

ティの設定に使用されます。

時間帯

会議の言語を選択します。この設定は、Web会議システムにサインイ
ンしたときのデフォルトの言語を特定するのに使用されます。

言語

Cisco Unified MeetingPlaceで行う会議のために組織で使用する課金コー
ドを入力します。

課金コード

自分の代理として特定の操作の実行が許可されている人のユーザ IDを
入力します。操作には、会議の再スケジュール、表示、削除、終了など

が含まれます。

代理ユーザ ID

代理人は、ある人物の代わりとして会議をスケジュールすること

はできません。他のユーザのために会議をスケジュールできるの

は、システム管理者または出席者の権限があるユーザに限定され

ます。代理人を割り当てる場合は、システム管理者に連絡してく

ださい。

注

参加設定

自分のメイン電話番号を入力します。電話番号

参加方法が [検索]または [システムから呼出]に設定されている場合、
招待された会議の開始時にシステムからこの番号にダイヤルされます。
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説明フィールド

携帯電話番号など、自分に連絡を取る際に使用できる代替電話番号を入

力します。

代替電話番号

参加方法が [検索]に設定されている場合、メイン電話番号で応答がな
いときはこの番号が使用されます。

使用するポケットベルサービスの種類を選択します。ポケットベルの種類

• [ダイヤル直通]：電話番号をダイヤルするとポケットベルに直接つ
ながります。

• [ダイヤル直通以外]：電話をダイヤルして、ポケットベルを特定す
る暗証番号を入力すると、ポケットベルにつながります。

自分のポケットベル番号を入力します。ポケットベル番号

参加方法が [ポケットベルで連絡]に設定されている場合は、招待され
た会議が開始されるときに、この番号を使用して電話番号と会議 IDが
ユーザのポケットベルに通知されます。

自分の都合のよい会議への参加方法を選択します。参加方法

このパラメータを [検索]に設定すると、システムは最大で 3つの電話
番号（メイン、代替、およびポケットベル番号）にダイヤルして、ユー

ザへの連絡を試みます。[検索方法]パラメータでは、システムがこれら
の番号にダイヤルする順番を指定できます。

このパラメータを [検索]に設定すると、会議への出席が要求され
る場合はシステムからコールされます。Web会議室からダイヤル
アウトして会議にすでに出席している場合は、Cisco Unified
MeetingPlaceシステムから新しいコールを受け取ることになりま
す。音声会議にすでに出席しているので、この新しいコールは無

視してください。

注

メイン、代替、ポケットベルのうちのどの番号から先にダイヤルする

か、その順番を選択します。

検索方法

受信通知

自分の電子メールアドレスを入力します。ここには、ユーザのインター

ネット電子メールの完全なアドレス（たとえば、

電子メールアドレス

UserName@CompanyName.com）を設定することも、ユーザの電子メー
ルのエイリアス（たとえば、John Smith）を設定することもできます。

関連トピック

• プロファイルアカウントについて, 1ページ
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• 名前、時間帯、言語、または課金コード情報のアップデート, 43ページ
• 連絡先情報のアップデート, 44ページ
• 電子メールアドレスのアップデート, 45ページ

フィールドリファレンス：[会議のプリファレンス] ペー
ジ

これらの設定では、会議の一般的なビジネスルールを指定します。

システム構成とユーザプロファイルの設定によっては、次の表に示すパラメータの一部が表

示されない場合もあります。また、システム管理者が便宜上カスタマイズした「フレックス

フィールド」という追加のフィールドが表示されることもあります。数値のフレックスフィー

ルドの場合、入力する数値は -2147483648～ 2147483647の間にする必要があります。

注

説明フィールド

新しい参加者が会議に参加したときにアナウンスする内容を選択し

ます。

入室のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に入室者があると、短いビープ音が鳴り
ます。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音された参加者の名前
がアナウンスされます。

参加者が入室したときに名前がアナウンスされない場合は、

参加者が会議への入室前に名前を録音しなかった可能性があ

ります。会議が始まる前に、参加者に名前を確認してくださ

い。

• [サイレント]：入室者があっても何も通知されません。

参加者が会議から退席したときにアナウンスする内容を選択しま

す。

退席のアナウンス

• [ビープのみ]：会議中に退席者があると、短いビープ音が鳴り
ます。

• [ビープと名前]：短いビープ音の後、録音された参加者の名前
がアナウンスされます。

参加者が退室したときに名前がアナウンスされない場合は、

参加者が会議への入室前に名前を録音しなかった可能性があ

ります。

• [サイレント]：退席者があっても何も通知されません。
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説明フィールド

会議が終了することをシステムからアナウンスさせる場合は、[は
い]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]または [グループ
デフォルト]を選択します。

会議終了のアナウンス

会議が延長されることをシステムからアナウンスさせる場合は、

[はい]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]または [グルー
プデフォルト]を選択します。

会議延長のアナウンス

ユーザが会議の音声部分に参加したときにアナウンスする内容を選

択します。

会議入室モード

• [会議 IDのエコー]：ユーザが自分の選択を確認できるように
会議 IDを繰り返します。ユーザが最初に会議 IDを入力した
ときに、確認のためにその IDを繰り返します。ユーザは会議
IDを確認した後、名前を録音するように求められ、それから
会議に入室します。

• [IDスキップの繰り返し]：会議 IDの繰り返しがスキップされ
ます。ユーザは、初めて会議に入室する際に、名前を録音す

るように求められ、それから会議に入室します。

• [IDスキップの繰り返しと名前のスキップ]：会議 IDと録音内
容の繰り返しがスキップされます。ユーザは最初に会議 IDを
入力したときに名前の録音を求められることなく、会議に直

接入室します。

デフォルトでスケジュールする会議のタイプを選択します。会議の

カテゴリは、システム管理者によって事前に設定されています。

会議のデフォルトのカテゴ

リ

デフォルトで使用するビデオ形式を選択します。ビデオ形式は、シ

ステム管理者によって事前に設定されています。ユーザがビデオ会

デフォルトのビデオ形式

議に出席するためには、少なくとも、各ユーザのビデオ形式が指定

のビデオ形式に一致している必要があります。

Meeting Security

企業のファイアウォールの外にいる参加者がWeb会議にアクセス
できるかどうかを指定します。

外部Web参加者を許可

• [はい]：外部のWebサーバで会議をスケジュールし、ユーザ
がインターネット（企業のプライベートネットワークの外部）

を介して会議に参加できるようにします。

• [いいえ]：内部Webサーバで会議をスケジュールし、企業の
プライベートネットワークの内部にいるユーザのみ会議にア

クセスできるようにします。
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説明フィールド

このパラメータが表示されるのは、CiscoUnifiedMeetingPlace
が外部サイトを含めて設定されている場合だけです。

注

すべての会議でパスワードを必要にするには、[はい]を選択しま
す。そうでない場合は、[いいえ]または [グループデフォルト]を
選択します。

パスワードが必要

[はい]を選択すると、会議をスケジュールする際にパスワー
ドの入力が必要になります。

注

会議に参加するためにパスワードの入力が不要なユーザを指定しま

す。

パスワードをスキップでき

るユーザ

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：プロファイルユーザは、
会議に参加するときにパスワードの入力をスキップできます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：会議に招待されたプロファ
イルユーザだけが、会議に参加するときにパスワードの入力

をスキップできます。

ユーザが公開会議を検索した場合、[会議の検索]ページにこの会議
を表示するかどうかを指定します。

会議の存在を公開

• [はい]：会議がすべてのユーザに表示されます。

• [いいえ]：会議が会議の招待者だけに表示されます。

会議の参加できるユーザを指定します。会議の参加者の資格

• [全員]：この会議には制限がありません。プロファイルユー
ザとゲストユーザの両方が参加できます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：この会議のどのコンポー
ネント（音声、Web、およびビデオ）も、Cisco Unified
MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使用してサインイン
したプロファイルユーザだけに制限されます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：この会議のどのコンポー
ネント（音声、Web、およびビデオ）も、招待されたプロファ
イルユーザに制限されます。招待されたプロファイルユーザ

は、Cisco Unified MeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使
用してサインインする必要があります。

会議の記録

会議の記録にアクセスできるユーザを指定します。会議記録へのアクセス
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説明フィールド

• [なし]：アクセスは完全に制限されます。この会議に関連す
る記録には誰もアクセスできません。

• [全員]：アクセスはまったく制限されません。ゲストユーザ
を含む全員が、この会議に関連する記録にアクセスできます。

• [MeetingPlaceプロファイルユーザ]：CiscoUnifiedMeetingPlace
のユーザ IDとパスワードを使用してサインインしたユーザで
あれば、誰でも記録にアクセスできます。

• [招待されたプロファイルユーザ]：アクセスは、会議に招待
された Cisco Unified MeetingPlaceプロファイルユーザのみに
制限されます。招待されたプロファイルユーザは、Cisco
UnifiedMeetingPlaceのユーザ IDとパスワードを使用してサイ
ンインする必要があります。

コール確立の設定

会議へのダイヤルイン時に、ユーザにプロファイル暗証番号を要求

する場合は、[はい]を選択します。そうでない場合は、[いいえ]ま
たは [グループデフォルト]を選択します。

暗証番号を要求

通知オプション

システムから会議の通知を招待者に送信する場合は、[はい]を選択
します。そうでない場合は、[いいえ]または [グループデフォルト]
を選択します。

会議のために送信

会議の通知の重要度を選択します。通知の優先順位

会議の情報が変更された場合に、アップデートされた通知をシステ

ムから招待者に送信するには、[はい]を選択します。そうでない場
合は、[いいえ]または [グループデフォルト]を選択します。

会議が変更された場合に送

信

会議の通知に招待者リストを追加する場合は、[はい]を選択しま
す。そうでない場合は、[いいえ]または [グループデフォルト]を
選択します。

Webからのスケジュール時
に招待者リストの追加

通知に会議パスワードを追加する場合は、[はい]を選択します。そ
うでない場合は、[いいえ]または [グループデフォルト]を選択し
ます。

会議パスワードの追加

関連トピック

• 通知オプションのアップデート, 46ページ
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• 会議のアナウンスの変更, 51ページ
• 会議のセキュリティ設定のアップデート, 54ページ
• パスワード入力を要求するための Cisco Unified MeetingPlaceの設定, 49ページ
• デフォルトのビデオ形式の変更, 56ページ
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