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IT管理向け情報 まとめ

Webex Meetings最新機能
https://help.webex.com/en-us/xcwws1/What-s-New-for-the-
Latest-Channel-of-Webex-Meetings

最新情報は英語となります。お知らせはこちらのサイトでご確認くだ
ささい。
https://help.webex.com/ja-jp/np1t7y6/Announcements-for-the-
Cisco-Webex-Meetings-Suite

メンテナンス
https://status.webex.com/maintenance?lang=ja_JP

サービス状況
https://status.webex.com/service/status?lang=ja_JP

お知らせ
2022年2月（42.2）発表 生産性ツールの利用サービスの終了
OutlookからWebex会議をスケジュールすることを希望するOutlook
のお客様は、Webexスケジューラアドインに移行いただく必要があ
ります。
Webexスケジューラアドインへの移行の詳細については、 生産性向
上ツールからWebexスケジューラアドインへの移行のヘルプ記事を
参照してください。（スローチャンネルも適用になります。）

参照：https://help.webex.com/ja-JP/article/nvx0mw4
（参照日2022/1/21）

WebexアプリのWebView2 要件
Microsoftは、Windowsアプリケーションに強く推奨される新しい組
み込みブラウザWebView2をリリースしました。
Webexは、Webexアプリの3月（42.3）および4月（42.4）のリリー
ス以降、現在インストールされていないマシンにWebView2をダウン
ロードしてインストールしようとします。
展開を制御したい場合は、できるだけ早くWebView2をユーザーの
PCに事前にインストールすることをお勧めします。 詳細については
、Webexアプリをご覧ください。 WebView2要件のヘルプ記事。
https://help.webex.com/ja-jp/article/nzpgci2/

基本Edgeが自動的にインストール
Ex: C:¥Program Files (x86)/Microsoft/EdgeWebView/Application
参考：
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-
edge/webview2/#download-section

Support について： テクニカル窓口（TAC）へのコンタクト
[フリーダイヤル] 0120-339-836 /
[通話料有料] 03-6434-6780
https://help.webex.com/contact
サポートケースを開く
サポートからサポートケースを開くためのフォームを入手してくださ
い

Community（globalのユーザー同士の情報交換）
https://community.cisco.com/t5/webex/ct-p/product-adoption

Cisco Japan Community より
（Webexアプリよくある質問をまとめて掲載：日本語）
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4462232

Webexアプリアップデート関連

Webex Meetings アプリを Webex アプリにアップグレードします
https://help.webex.com/ja-jp/nda7hb0/Upgrade-Webex-
Meetings-app-to-Webex-app

IT向けWebex | アプリのインストールと自動アップグレード
https://help.webex.com/ja-jp/nw5p67g/Webex-Installation-and-
Automatic-Upgrade

Webex Meetings デスクトップ アプリを Webex アプリに更新する
（Userの体験）
https://help.webex.com/ja-JP/article/z10gqy

Cisco Webex App および Webex Messaging プライバシーデータ
シート
https://trustportal.cisco.com/#/1626101177122913

Webex Meetings Webex App 帯域について
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/conferencing/
webex-meetings/white_paper_c11-
691351.html#CiscoWebexTeams

IT管理向け基盤の構築に
https://www.webex.com/ja/webexcovid19.html

コラボレーションウェビナーオンラインクラス（ユーザー向け使い方
30minsクラス登録と録画のご紹介）
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-
webinars/collaboration-webinars.html

IT管理者様向け情報（サイト構成、ネットワーク要件、White 
Paper）
https://www.webex.com/ja/webexcovid19.html

Webex でつくるこれからのワークスタイル（ラインナップ、事例、
使い方動画、営業コンタクト）
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex.html#~usage

Webexお問合せ先一覧
(購買元別問い合わせ内容と窓口
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/webex-contacts.html

Control Hubについて
Help Center より
Control Hub
https://help.webex.com/ld-nwespu1-
CiscoWebexControlHub/Control-Hub

ドメインの追加、確認、要求
https://help.webex.com/ja-jp/nxz79m5/Add-Verify-and-Claim-
Domains

ユーザーの変換 at CH
Cisco Webex Control Hub の使用開始
https://help.webex.com/ja-jp/nkhozs6/Get-Started-with-Cisco-
Webex-Control-Hub
Cloud Collaboration ポートフォリオの分析

https://help.webex.com/ja-jp/n0rlwxe/Analytics-for-Your-Cloud-
Collaboration-Portfolio
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QRコードを使用して、WebexMeetingsをデスク
トップからモバイルアプリに移動

クローズドキャプションボックスのサイズを変更

ユーザーは、クローズドキャプション(CC)ボックス
のサイズを変更して、一度に表示される行を表示で
調整できるようになりました。

機能の完全なリストと追加の詳細については、最新の更新からのWebexMeetings共有コンポーネントを参照してください。

モバイルカメラを使用
してQRコードをス
キャンし、会議を中断
したり切断したりする
ことなく会議をモバイ
ルアプリに移動できる
会議参加の継続を実現
します。

GoogleChrome プログレッシブ Web アプリ
(PWA) のWebex Meetings が登場

Webex Meetings Web アプリが Google Play スト
アで ChromeOS 用の PWA としてダウンロード可
能になりました。これにより、Chromebookユーザ
ーはブラウザを経由することなく、デスクトップか
ら直接ミーティングに簡単にアクセスできます。 42.4 遅延

追加

People Focus のご紹介(Beta)
グリッドビュー表示の新しい方法を紹介します。こ
れは、人工知能を使用して動画をトリミングし、周
囲ではなく個人に焦点を当てることで、画面スペー
スを最大化します。 ピープルフォーカスは、グリッ
ドビューのときにレイアウトメニューからオンにす
ることができ、いつでもオフにすることができます
。

5月のお知らせ 42.5のアップデートを間も無くお届け予定です。

https://help.webex.com/en-us/xcwws1/What-s-New-for-the-Latest-Channel-of-Webex-Meetings
最新情報は英語となります。お知らせはこちらのサイトでご確認くだささい。

（ https://help.webex.com/ja-jp/np1t7y6/Announcements-for-the-Cisco-Webex-Meetings-Suite）

練習セッション中に出席者に任意の画像を表示
主催者はウェビナーが始まる前に画像をアップ
ロードでき、練習セッションが始まると、出席
者は主催者がアップロードした画像が表示され
るようになりました。

後半追加

後半追加

クローズドキャプション利用した音声言語の英、仏、独、
スペイン語が文字起こしに対応
Webex Assistantまたはクローズドキャプションを使用
した会議の場合、既存の英語に加えて、仏、独、スペイ
ン語4つの異なる言語で会議の音声言語の（文字起こ
し）を選択できるようになりました。主催者は英語のオ
プションに加えて、フランス語、ドイツ語、スペイン語
の4つの異なる言語から会議の話し言葉(書き起こし)を選
択できるようになりました。
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５月のお知らせ 42.5のアップデートを間も無くお届け予定です。

https://help.webex.com/en-us/xcwws1/What-s-New-for-the-Latest-Channel-of-Webex-Meetings
最新情報は英語となります。お知らせはこちらのサイトでご確認くだささい。

（ https://help.webex.com/ja-jp/np1t7y6/Announcements-for-the-Cisco-Webex-Meetings-Suite）

最新機能は、弊社サイト（ https://help.webex.com ）をご確認くださいませ。一部翻訳機能を利用しておりますことご了承くださいませ。

機能の完全なリストと追加の詳細については、最新の更新からのWebexMeetings共有コンポーネントを参照してください。

残念ながら全ての通知が日本語訳のご用意がなく、各機能公開日はサービスのアップグレードおよび定期メンテナンスにて順次公開
されますのでそちらをご確認くださいませ。

後半の追加機能

メンテナンスカレン
ダー

入退出のビープ音の変更
すべての新しいサイトでは、デフォルトでこの機能がオフになっています。入退出ビープ音
がオンになっている既存のサイトでは、電話ユーザーは引き続きビープ音が鳴り、コン
ピューターのオーディオユーザーはオフになります。

クローズドキャプション利用した音声言語の英、仏、独、スペイン語が文字起こしに対応

Webex Assistantまたはクローズドキャプションを使用した会議の場合、主催者は、既存の英
語に加えて、フランス語、ドイツ語、スペイン語の4つの異なる言語で会議の音声言語の（文
字起こし）を選択できるようになりました。主催者は英語のオプションに加えて、フランス
語、ドイツ語、スペイン語の4つの異なる言語から会議の話し言葉(書き起こし)を選択できる
ようになりました。

練習セッション中に出席者に任意の画像を表示
主催者はウェビナーが始まる前に画像をアップロードでき、
練習セッションが始まると、出席者は主催者がアップロードした画像を表示できるようにな
りました。

お知らせ

外部USBカメラまたは内蔵カメラを使用してコンテンツを共有
７月（42.7）更新以降、WindowsおよびMacユーザーは、ミーティングまたはウェビナー中、
コンピュータのビルドインカメラ、外部接続のカメラのコンテンツを共有できるようになり
ます。
参加者は、フルスクリーンモードのカメラを使用して、ユーザーが見ているものと共有して
いるものを表示したり、カメラコンテンツを共有している参加者のセルフビデオを表示した
りできます。

生産性ツールのサービスの終了
2022年6月（42.6）のリリースでは、生産性向上ツールの最後のリリースになります。
OutlookからWebex会議をスケジュールすることを希望するOutlookのお客様は、Webexス
ケジューラアドインに移行いただく必要があります。
Webexスケジューラアドインへの移行の詳細については、 生産性向上ツールからWebexス
ケジューラアドインへの移行のヘルプ記事を参照してください。（スローチャンネルも適用
になります。）
参照：https://help.webex.com/ja-JP/article/nvx0mw4 （参照日2022/1/21）

WebexアプリのWebView2要件
Microsoftは、Windowsアプリケーションに強く推奨される新しい組み込みブラウザ
WebView2をリリースしました。 Webexアプリの6月（42.6）リリース以降、WebView2
はWindowsでWebexアプリを使用するための前提条件となり、WebView2がインストール
されていないユーザーはログインできなくなります。
Webexは、Webexアプリの3月（42.3）および4月（42.4）のリリース以降、現在インス
トールされていないマシンにWebView2をダウンロードしてインストールしようとします。
展開を制御したい場合は、できるだけ早くWebView2をユーザーのPCに事前にインストー
ルすることをお勧めします。 詳細については、WebexアプリWebView2要件のヘルプ記事
をご覧ください。

サイト管理サイトによるプロビジョニング廃止のお知らせ
現在、有料サブスクリプションには、ControlHub管理 とWebexサイト管理サイトが選択可能
ですが、すべてのWebexサイトの管理をControl Hubに移行する期間にあり、現在サイト管理
をControlHubに更新する機能を提供しています。
今後は、新しいWebexのサービスをプロビジョニングするには、ControlHubをご利用いただ
くこととなります。サイト管理によるプロビジョニングの終了は、今後お知らせ予定です。
＊ControlHubのみを利用される方は対象外です。
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