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会社情報の設定

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 （任意）言語設定を変更するには、[ Turn On Maintenance Mode]を選択します。

[会社情報 (Company Info )]ページで他の設定を変更する場合は、メンテナンスモードをオンにする必要は
ありません。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。
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ステップ 3 [設定（Settings）]を選択します。他の設定ページのいずれかを表示している場合は、[設定 (Settings)]セク
ションで [会社情報 (Company Information )]を選択することもできます。

ステップ 4 ページのフィールドに入力し、[保存 (Save)]を選択します。

説明オプション

企業または組織の名前。会社名

住所 1。アドレス 1

住所 2アドレス 2

市区町村。City

州または都道府県名。[州/都道府県（State/Province）]

郵便番号またはその他の郵便番号。郵便番号

国または地域名。国/地域

市外局番を持つビジネス電話の国コードとフィール

ドを含むドロップダウンメニュー。

業務用電話番号

時間帯。タイムゾーン

お使いの言語。言語設定の影響：

•管理者が初めて管理者アカウントをアクティブ
化したときに表示されるサインインページ

•レポートの言語。（レポートの管理を参照）。

[言語（Language）]

お客様のロケール。ロケール設定は、時刻、日付、

通貨、および数字の表示に影響します。

ロケール

ステップ 5 （任意）言語を変更した場合は、[ Turn Off Maintenance Mode ]を選択し、確認のために続行します。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。
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ブランディング設定の構成

一般的なブランディングの設定

始める前に

次のブランディングコンポーネントを作成します。

•貴社のロゴを含む 120x32 PNG、GIF、または JPEGイメージ。

•貴社のプライバシーステートメントの URL

•貴社サービス条件のステートメントの URL

•貴社の電子メールのカスタムフッターテキスト

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]タブで、[ブランディング（Branding）] > [一般ブランディング（General Branding）]

ステップ 3 カスタムロゴをアップロードします。

a) [会社のロゴ（Company Logo）]セクションで、[参照（Browse）]を選択し、カスタムロゴファイル
の場所に移動します。

b) 画像ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。
c) [アップロード（Upload）]を選択します。

ロゴは、エンドユーザページのバナーの右端に表示されます。

ステップ 4 [プライバシーに関する声明（Privacy Statement）]フィールドで、社内のプライバシーに関する声明への
リンクを入力します。

ステップ 5 [サービス条件（Terms of Service）]フィールドで、会社のサービス条件に関する情報へのリンクを入力し
ます。

ステップ 6 [カスタムフッター（Custom Footer）]テキストボックスで、エンドユーザおよび管理者の電子メールの
フッターに表示するテキストを入力します。

ステップ 7 [デフォルトの背景色をオフにする（Turn off the default background color）]を選択して、背景色を非表示
にします。

ロゴが設定されている場合は、[デフォルトの背景色をオフにする（Turn off the default background color）]
を選択しない限り、そのロゴはユーザのWebページに表示されません。

この変更を表示するには、[プレビュー（Preview）]をクリックします。
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ステップ 8 [保存（Save）]を選択します。

拡張ブランディングの設定

拡張ブランディング設定を変更するには、すべてのデータセンターをメンテナンスモードで同

期します。

このシステム変更手順に進む前に、バックアップを作成します。

すべての拡張ブランド設定の変更が完了した後にのみ [保存（Save）]を選択します。

重要

始める前に

次のブランディングコンポーネントを作成します。

•カスタムの音声プロンプトがすべて含まれている ZIPアーカイブ。

この ZIPファイルには、WAV音声ファイルのみが含まれている必要があります。ファイ
ル名はデフォルトのファイル名と同じである必要があります。Waveファイルメッセージ
とファイル名（5ページ）を参照してください。

•貴社のロゴを含む 120x32 PNG、GIF、または JPEGイメージ。

•著作権宣言文。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]タブで、[ブランディング（Branding）] > [拡張ブランディング（Extended Branding）]

ステップ 3 カスタム音声プロンプトをアップロードします。

a) [音声プロンプト（Audio Prompts）]セクションで、[参照（Browse）]を選択して、ZIPファイルの場
所に移動します。

b) ZIPファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。
c) [アップロード（Upload）]を選択します。

ステップ 4 カスタムロゴをアップロードします。

a) [ロゴ（Logo）]セクションで、[参照（Browse）]を選択し、新しいロゴファイルの場所に移動しま
す。

b) 画像ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。
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ロゴは、[管理（administration）]ページと [エンドユーザ（end-user）]ページのバナーの左端に表示さ
れます。Cisco Webexテクノロジー提供のロゴが、[管理（administration）]ページと[エンドユーザ
（end-user）]ページの右下隅にある Ciscoロゴに入れ替わります。

c) [アップロード（Upload）]を選択します。

ロゴは、一般的なブランディングの設定 （3ページ）にある [デフォルトの背景色をオフにする（Turn
off default background color）]が選択されるまで、ユーザのWebページに表示されません。

ステップ 5 著作についてで、エンドユーザおよび管理者のWebページのフッターに表示するテキストを入力します。

著作権宣言文には、改行や特殊文字@#$%^&" ' \ < >を含めることはできません。

ステップ 6 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 7 [続行（Continue）]を選択して、システムをメンテナンスモードにします。

すべてのアクティブなデータセンターでメンテナンスモードをオンにすると、会議アクティビティがシャッ

トダウンします。ユーザはWebexサイトへのサインイン、ミーティングのスケジュール、ミーティングへ
の参加、ミーティング録音の再生を行うことができなくなります。このデータセンターがマルチデータセ

ンター（MDC）システムの一部である場合は、進行中の会議がアクティブなデータセンターにフェール
オーバーします。フェールオーバーにより、アクティブなミーティングで短時間の中断が発生する場合が

あります。

ステップ 8 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

ステップ 9 ブラウザのキャッシュをクリアします。

キャッシュされた静的リソースを保存すると、パフォーマンスが向上します。キャッシュをクリアすると、

以前のロゴおよび著作権のデータが削除されます。

Waveファイルメッセージとファイル名

カスタム waveファイルを作成して、既存のファイルの一部またはすべてを置き換えることが
できます。ファイル名は、デフォルトクリップ名と一致している必要があります。次の表は、

各プロンプトと対応するデフォルトクリップ名を示しています。

オーディオファイルは、音声言語のシステム設定に基づいてカスタマイズされます。すべての

wave（.wav）ファイルは、8 kHz、8ビット、64 kbps、mono、CCITT μ-law（G. 711）フォー
マットである必要があります。

各種設定項目の設定
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すべてのプロンプトがシステムで使用されているわけではありません。（注）

クリップ名プロンプト

1.wav1

2.wav2

3.wav3

4.wav4

5.wav5

6.wav6

7.wav7

8.wav8

9.wav9

10.wav0

11.wavアクセスコードまたはミーティング番号を入力してから、#記号を
押してください。

12.wav出席者ID番号を入力してから、#記号を押してください。出席者番
号がわからない場合には、単に#記号を押して継続してください。

13.wav1を押すと、ミーティングに接続されます。

14.wav<beep>

15.wav申し訳ありませんが、エントリは

16.wav無効です。または、ミーティングが開始されていません。アクセス

コードまたはミーティング番号を再入力してから、#記号を押して
ください。

17.wavミーティングに接続されるまで、しばらくお待ちください。

18.wav申し訳ありませんが、参加しようとしているミーティングは満員で

す。

19.wav申し訳ありませんが、参加しようとしているミーティングはロック

されています。

20.wav<One-second silence>

21.wav<Join ALT>
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クリップ名プロンプト

22.wav<Depart ALT>

23.wavあなたはこのミーティングの最初の出席者です。Please stand by.

24.wavトーン信号が聞こえたら名前を言って、#記号を押してください。

25.wavミーティングはロックされています。

26.wav<music on hold>

27.wav申し訳ありませんが、要求に対応できるオペレーターがいません。

29.wavオペレーターが接続を解除しました。ご利用ありがとうございまし

た。

30.wavWebexをご利用いただきありがとうございます。

31.wavミーティングにご案内いたします。

32.wav主催者が到着しておりません。後でもう一度電話をかけなおしてく

ださい。

33.wav主催者がまだ到着しておりません。Please stand by.

34.wav主催者アクセスコードを入力してから、#記号を押してください。

35.wav申し訳ありませんが、入力したアクセスコードは無効です。正しい

アクセスコードを入力してから、#記号を押してください。

36.wav申し訳ありませんが、ホストのアクセスコードは 4桁から 20桁で
す。アクセスコードを再入力してから、#記号を押してください。

37.wav1を押すと、ミーティングに接続されます。

38.wavはミーティングに参加しました。

39.wavはミーティングから退席しました。

40.wavミーティングにご案内いたします。

41.wav<One-second silence>

42.wavシステムエラー。

43.wavよろしくお願いします

44.wavミーティングはロック解除されました。

45.wav<One-second silence>

50.wavこのミーティングに来るには早すぎます。

各種設定項目の設定
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クリップ名プロンプト

52.wav10

53.wav11

54.wav12

55.wav13

56.wav14

57.wav15

58.wav16

59.wav17

60.wav18

61.wav19

62.wav20

63.wav30

64.wav40

65.wav50

66.wav60

67.wav70

68.wav80

69.wav90

70.wav100

71.wav1000

72.wav100万

73.wav10億

74.wav1兆

75.wav秒

76.wav分

77.wavWebexをご利用いただきありがとうございます。シスコのWebサ
イト（www.Webex.com）を参照してください。
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クリップ名プロンプト

78.wav分

80.wav申し訳ありませんが、通話中です。

81.wav時間

82.wav時間

83.wavおよび

216.wav<Two-second silence>

218.wav<busy signal>

220.wav<0.5-second silence>

301.wavこの度は、

311.wav1を押す

320.wav*キーを押す

341.wav<ring signal>

348.wav*0を押す

350.wav*1を押す

351.wav*2を押す

354.wav*5を押す

355.wav*6を押す

356.wav*7を押す

357.wav*8を押す

359.wav**を押す

360.wav*#を押す

362.wavまたは

514.wav入力された電話番号が無効です。

518.wavメインメニュー。

551.wav誰も電話に出ません。

561.wav申し訳ありませんが、電話はつながりませんでした。
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クリップ名プロンプト

855.wavミーティングに出席者を追加するには

857.wavミーティングをロックするには

858.wavミーティングをロック解除するには

859.wav全出席者をミュートするには

860.wav全出席者のミュートを解除するには

862.wav出席者数を聞くには

872.wavこのミーティングに来るには早すぎます。ミーティングの開始予定

時刻は

873.wavその時刻になったらまた電話してください。

874.wavあなたはミーティングに参加できませんでした。

875.wavあなたが参加しようとしたミーティングは既に終了しています。

882.wav追加したい出席者数を入力してください。

884.wavミーティングに再度参加するには

886.wav出席者を追加するには

898.wavPlease hold.

901.wav許可するには

902.wav許可しないためには

903.wav主催者なしで継続するミーティング

904.wavもうしばらくお待ちください。

907.wav自分の電話回線をミュートするには

908.wav自分の電話回線のミュートを解除するには

909.wav電話がつながったとき

910.wavミーティングに人を追加するには

911.wav電話回線を切るには。

912.wav出席者がミーティングに追加されました。

914.wavミーティングはロックされています。
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クリップ名プロンプト

915.wav出席者が立ち去りました。

919.wavミーティングの参加者全員がミュートになりました。

920.wavあなたの電話回線のミュートが解除されました。

921.wavミーティングの全出席者のミュートが解除されました。

922.wav主催者が電話を切ると、ミーティングは終了します。

923.wav主催者が電話を切っても、ミーティングは継続されます。

925.wavがあります。

926.wavルームの

927.wav出席者

928.wav出席者

929.wav現在ミーティングに出席中です。

932.wavミーティングはロック解除されました。

933.wavあなたの電話回線のミュートが解除できません。

965.wav##

967.wav99

968.wav\[Help\]メニュー

969.wavテクニカルサポートを受けます。

1000.wavホストの録音機能がオンになっています。

3001.wavミーティングを開始するには、PINを入力したあとに #を押してく
ださい。

3003.wavミーティングに参加するには、PINを入力したあとに #を押してく
ださい。

3005.wav会議のホストである場合は、PINを入力したあとに #を押してくだ
さい。ホストでない場合は、 #を押してください。

3009.wavミーティングのホストです。

3015.wav1を押すと、ミーティングに接続されます。

3016.wav通話を拒否する

各種設定項目の設定
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クリップ名プロンプト

3017.wav通話リストからディレクトリ番号を削除します。

3018.wavスター 3を押します

3020.wavは無効です。

3024.wav参加者が接続されています。

3025.wavスター 2を押します

3026.wav参加しようとしているミーティングは利用できません。後でもう一

度電話をかけるか、ミーティングのホストに連絡して、サポートを

受けてください。

4100.wavWebexへようこそ。

（コールインした後、参加者がミーティング番号を入力したら再生

されます）。

4124.wavWebexへようこそ。

（参加者がミーティングの番号を入力し、コールインから会議に参

加した後に再生します）。

4125.wavWebexへようこそ。

（Call-Meなどのダイヤルアウトや、ブラストダイヤルの参加者が
参加している場合に、再生されます）。

4200.wavWebex PCNowへようこそ。コンピュータにアクセスするには、パ
スコードを入力してから#記号を押してください。コンピューター
へのアクセスを中止するには、電話を切ってください。

4201.wavWebex PCNowがコンピュータと接続するまで、しばらく時間がか
かることがあります。

4202.wavありがとうございました。Webex PCNowがコンピュータと接続す
るまで、しばらく時間がかかることがあります。

4210.wavWebex AccessAnywhereへようこそ。コンピュータにアクセスする
には、パスコードを入力してから #記号を押してください。コン
ピューターへのアクセスを中止するには、電話を切ってください。

（3回）

4211.wavWebex AccessAnywhereがコンピューターと接続するまでに、しば
らく時間がかかることがあります。

4212.wavありがとうございました。WebexAccessAnywhereがコンピューター
と接続するまでに、しばらく時間がかかることがあります。

各種設定項目の設定
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4220.wavSMARTTechへようこそ。コンピュータにアクセスするには、パス
コードを入力してから#記号を押してください。コンピューターへ
のアクセスを中止するには、電話を切ってください。

4221.wavSMARTTechがコンピューターと接続するまでに、しばらく時間が
かかることがあります。

4222.wavありがとうございました。SMARTTechがコンピューターと接続す
るまでに、しばらく時間がかかることがあります。

4230.wav入力したパスコードは間違っています。パスワコードを入力してか

ら、#記号を押してください。コンピューターへのアクセスを中止
するには、電話を切ってください。

4231.wav入力したパスコードは間違っています。終了します。

4240.wavスケジュールされたミーティングに参加するには、#記号を押すか、
ミーティング番号を入力して、#記号を押してください。

4241.wavPINまたはミーティング番号を入力してから、#記号を押してくだ
さい。

4242.wavは無効です。スケジュールされたミーティングに参加するには、再

度 #記号を押すか、ミーティング番号を入力して、#記号を押して
ください。

4243.wavは無効です。PINまたはミーティング番号を再入力してから、#記
号を押してください。

4250.wavすみませんお使いのユーザ権限には、インスタントヘルプは含まれ

ていません。

4251.wavテクニカルサポートへの接続電話がつながった後、電話機で、*0を
押すと、メインのミーティングにテクニカルサポートが介入しま

す。*2を押すと、いつでもこの通話を切ることができます。

4252.wavすみません現在、インスタントヘルプは使用できません。

4253.wavメインのミーティングに再度参加する。

4254.wavインスタントヘルプをご利用いただきありがとうございます。メイ

ンのミーティングに戻ります。

4260.wavホストが会議から退室しました。この会議は 5分以内に終了しま
す。

4261.wavこの機能はご利用いただけません。

各種設定項目の設定
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クリップ名プロンプト

4262.wav現在、この機能はご利用いただけません。

4263.wavアカウントのPINコードを定義していないため、この機能をご利用
いただけません。

4264.wavPINを入力してから、#記号を押すか、* 2を押してコールをキャン
セルしてください。

4265.wavは無効です。PINを再入力してから、#記号を押すか、*2を押して
コールをキャンセルしてください。

4266.wav申し訳ございません。会議の音声キャパシティに達しました。ホス

トに直接問い合わせ、指示に従ってください。

4267.wavこのミーティングに電子メールでリマインダーを送信する

4268.wav<英語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ドイツ語>で続ける

4269.wavメニューを繰り返す

4270.wav1を押してください

4271.wav2を押してください

4272.wav3を押してください

4273.wav4を押してください

4274.wav5を押してください

4275.wav6を押してください

4276.wav7を押してください

4277.wav8を押してください

4278.wav9を押してください

4279.wavメニューが変更されました。新しい選択肢を聞いてください。

4280.wav入力値が無効です。再度実行してください。

4281.wav<beep>（ミュート用）

4282.wav<beep>（ミュート解除用）

4283.wavホストであり、PINを持っている場合は、PINを入力して #を押し
てください。PINを持っていない場合は、#を押します。

各種設定項目の設定
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4284.wav申し訳ありません。アクセスコードPINの組み合わせが無効になっ
ているか、PINが設定されていません。もう一度アクセスコードま
たはミーティング番号を入力し、#を押してください。

4287.wav申し訳ありません。システムが最大キャパシティに達しました。し

ばらくしてから、もう一度お試しください。

4288.wav1を入力し、#を押してください。

4289.wav2 1を入力し、#を押してください。

4290.wav3 1を入力し、#を押してください。

4291.wav4 1を入力し、#を押してください。

4296.wav9 1を入力し、#を押してください。

4297.wav参加者。

拡張ブランディングの削除

すべての拡張ブランディングを削除して、システムのデフォルト設定に戻すこともできます。

拡張ブランディング設定を変更するには、すべてのデータセンターをメンテナンスモードで同

期する必要があります。

このシステム変更手順に進む前に、バックアップを作成します。重要

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理できます。

ステップ 2 [設定（Settings）]タブで、[ブランディング（Branding）] > [拡張ブランディング（Extended Branding）]

ステップ 3 [システムデフォルトにリセット（Reset to System Default）]を選択します。

ステップ 4 [続行（Continue）]を選択して、システムをメンテナンスモードにします。

すべてのアクティブなデータセンターでメンテナンスモードをオンにすると、会議アクティビティがシャッ

トダウンします。ユーザはWebexサイトへのサインイン、ミーティングのスケジュール、ミーティングへ
の参加、ミーティング録音の再生を行うことができなくなります。このデータセンターがマルチデータセ

ンター（MDC）システムの一部である場合は、進行中の会議がアクティブなデータセンターにフェール
オーバーします。フェールオーバーにより、アクティブなミーティングで短時間の中断が発生する場合が

あります。

各種設定項目の設定
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ステップ 5 メンテナンスモードをオフにします。

システムは再起動（約 3～ 5分かかる）とリブート（約30分かかる）のどちらが必要であるかを判断し、
適切なメッセージを表示します。このデータセンターがマルチデータセンター（MDC）システムに参加し
ている場合は、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS解決ポリシーによって、表示される
データセンターが決まります。1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了するると、システム内
のすべてのデータセンターでメンテナンスモードが自動的に終了します。

ステップ 6 ブラウザのキャッシュをクリアします。

キャッシュされた静的リソースを保存すると、パフォーマンスが向上します。キャッシュをクリアすると、

以前のロゴおよび著作権のデータが削除されます。

ヘルプとサポートのためのブランディングの設定

ステップ 1 [Webexサイト管理（Webex Site Administration）]サイトにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理できます。

ステップ 2 [設定（Settings）]タブで、[ブランディング（Branding）] > [ヘルプとサポート（Help and Support）]を
選択します。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

説明オプション

www.cisco.comにある、オンラインでホストされる入門ビデオ、
ヘルプページ、およびドキュメント。ユーザがインターネット

Cisco Webexオンラインヘルプの使用
（Use Cisco Webex online help）

にアクセスすることをセキュリティポリシーで許可する場合は、

このオプションを選択します。

ユーザがインターネットにアクセスすることをセキュリティポリ

シーで禁止する場合は、このオプションを選択します。

カスタマイズされたヘルプの使用（Use
customized help）

ステップ 4 [サポート連絡先 URL（Support contact URL）]フィールドに、貴社のサポート組織の URLを入力します。

この URLは、エンドユーザのページのフッターと電子メールのすべてに記載されます。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ミーティングの設定
参加者に使用を許可する機能を制御するため、ミーティング設定を選択します。

各種設定項目の設定
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•ミーティング参加の設定

•ミーティングのWeb参加者数の上限

•参加者の権限

ミーティングのサイズを設定しても、コールインと音声のみを使用する参加者の数は制限され

ません。ミーティングのサイズ制限が 2の場合、Web、VoIP、またはコールアウトの各オプ
ションを使用して参加できる参加者は、2名だけです。ただし、音声のみでミーティングに参
加できる参加者の数は、システムキャパシティの上限までです。システムのサイズの確認を参

照してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [ミーティング（Meetings）]を選択します。

ステップ 3 [ミーティング参加の設定 (Join meeting settings)]セクションで、オプションを選択します。

•ホストする前に参加者のミーティングの参加を許可で、参加者は、開始時間の15分前からミーティン
グに参加できます。

•ホストする前に参加者の遠隔会議の参加を許可で、参加者は遠隔会議で開始時間の 15分前からミー
ティングに参加できます。

•最初に参加する参加者をプレゼンターにするで、最初の参加者をミーティングのプレゼンターとして
参加させます。ホストする前に参加者のミーティングの参加を許可するをオフにした場合は、最初に

参加する参加者をプレゼンターにする機能が無効になります。

•誰でもミーティングで発表可能では、誰でもプレゼンターになることができます。最初に参加する参
加者をプレゼンターにするをオフにする場合、誰でもミーティングで発表可能機能が無効になります。

•ミーティングレポートの概要をホストに送信には次の情報が含まれます。

•主催者 (Host)：ミーティング主催者の氏名。

•ミーティング番号 (Meeting Number)：Cisco Webexミーティング番号

•トピック (Topic)：主催者が設定したミーティングの名前

•開始時刻 (Start Time)：ミーティングの開始日時

•終了時刻 (End Time)：ミーティングの終了日時

•招待者 (Invitees)：ミーティングに招待された人の識別情報

•参加者 (Participants)：ミーティングに参加した人（含む：主催者）の識別情報

•コールイン番号 (Call-in numbers)：ダイヤルイン音声番号

各種設定項目の設定
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• [レコーディングを開始または実行中のときにアナウンス（Announce when a recording is started or in
progress）]では、ミーティングが録音されていることがすべての参加者にアナウンスされます。主催
者が録音を開始すると、メッセージが、この電話通信に参加している各出席者に再生されます。

•無効化されたユーザにマルチメディア共有を許可します。この機能では、サードパーティのクローズ
ドキャプションサービス用に [メディアビューア (Media Viewer)]パネルを利用して、クローズドキャ
プションを提供します。

• [認証済みの参加者全員が退室したときに終了（Endmeetingwhen host and all authenticated participants
leave）]では、認証済みの招待者全員が退室したときにミーティングを終了します。この機能を実装
するには、メンテナンスモードに入ってからそれを終了する必要があります。

現在のホストがアクティブなミーティングの実施中にミーティングを退室すると、次の優先順位の順

番で、システムは参加者リストから新しいホストを割り当てます。

•代理ホスト

•認証済みプレゼンタ

•認証済み参加者

この機能が有効になっている場合は、ミーティングへの不正アクセスが防止されます。すべての認証

済み参加者が退室すると、そのミーティングは終了となり、認証されていない参加者がミーティング

を続行できなくなります。

• [認証されていない参加者のコールを無効にする（Disable CallMe for non-authenticated participants）]
では、システムが認証していない参加者をコールバックすることがなくなります。

• [ミーティングクライアントのユーザ写真の表示を有効にする（Displayuser photos in themeeting client
enable）]では、デフォルトのイニシャルではなくアバター（プロファイル画像）の表示を有効にしま
す。

ユーザは、[マイアカウント（My Account）]ページからプロファイルの画像を変更できます。サポー
トされているファイルタイプは、PNG、JPG、JPEG、GIFです。最小の寸法は 160x160ピクセルで、
最大のファイルサイズは 5 MBです。

アップロードされた画像がアニメーション GIFファイルの場合は、最初のフレームのみが表
示されます。

（注）

この機能を使用するには、ストレージサーバが必要です。重要

• [モダンビューの有効化（Enable Modern View）]では、Webexサイトのモダンビューを有効にしま
す。この設定はデフォルトでイネーブルになっています。

• [デフォルトでモダンビューを表示（Show Modern View by default）]では、モダンビューを、
Webexサイトユーザのデフォルト表示として設定します。この設定はデフォルトでイネーブルに
なっています。

• [パーソナルルームの有効化（Enable Personal Room）]では、Webexサイトのパーソナルルーム
機能が有効になります。この設定はデフォルトでイネーブルになっています。

各種設定項目の設定
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ステップ 4 スライダードラッグして、ミーティングあたりの最大参加者数を選択します。

システムのサイズ参加者の最大数

50ユーザシステム（単一データセンター）50

250ユーザシステム（単一データセンター）

250ユーザシステム（マルチデータセンター）

250

800または 2000人規模のユーザシステム（単一データセンター）

800または 2000人規模のユーザシステム（複数のデータセンター）1

500

1 500人の参加者とのミーティングのサポートは、システムの読み込み条件に依存します。

ステップ 5 [参加者権限（Participant privileges）]セクションで、オプションを選択します。

説明オプション

選択すると、主催者はミーティングの参加者にチャット機能の利用を許可で

きるようになります。

チャット

選択すると、主催者は調査の質問領域を作成できます。調査の質問領域で

は、参加者は複数の選択肢または短い回答の質問に答え、結果を送信できま

す。

投票

選択すると、主催者はミーティングの参加者にファイル共有機能の利用を許

可できるようになります。

ドキュメントのレビューと

プレゼンテーション

選択すると、主催者はアプリケーション、Webブラウザ、ビデオ、その他
のファイルを共有したり、デスクトップ画面を共有したりできます。リモー

トコントロールを使用すると、主催者は参加者に対し、共有されているアプ

リケーション、ドキュメント、またはファイルの制御を許可できるようにな

ります。

共有とリモートコントロー

ル

チャット、ポーリング、ドキュメントのレビューとプレゼンテーション、共有とリモートコントロールが

デフォルトで選択されています。選択した参加者の権限が、ユーザのコントロールに表示されます。

ステップ 6 ストレージサーバ上のミーティングを録音および保存するには、[録音（Record）]を選択します。

a) ミーティングの録音の準備ができたときに、ホストと参加者に電子メールの通知を送信するを選択し
て電子メールの通知を有効にします。有効にすると、システムによってミーティングへの招待を受け

取ったすべてのユーザと主催者に電子メールが送信されます。

b) ログインしたユーザの録音の表示とダウンロードを制限するを選択して、システムユーザ（ゲストで
はない）のみにミーティングの録音の表示とダウンロードを許可します。

デフォルトでは録音は無効になっています。録音を有効にするには、そうなるようにストレージサーバを

設定することも必要になります。詳細については、NFSまたはSSHストレージサーバの追加を参照してく
ださい。
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ステップ 7 [ファイル転送（File transfer）]を選択することで、ユーザのミーティング中のファイル転送を許可しま
す。

ステップ 8 [保存（Save）]を選択します。

ミーティングのセキュリティについて

Cisco Webex Meetings Serverは、次の要因に応じて、異なるミーティングの頑丈なハンドセッ
トを有効にします。

•ユーザタイプ：ホスト、代理ホスト、ユーザ（サインインされている）、ゲスト。

•会議にパスワードが設定されているか、パスワードがない場合。

•ミーティングの招待のパスワードが非表示または表示されている場合。

•電子メールミーティングの招待のパスワードが非表示または表示されている場合。

• [ミーティング参加]ページに動作が表示されている場合（以下の表を参照）。

表 1 :会議のスケジュール時にパスワードが除外されている場合

[会議の詳細]ページ電子メール招待とリマインダ

でのパスワードの表示

ユーザタイプ（User Type）

はいはいホスト（Host）

はいはい代理ホスト

いいえいいえ招待者

いいえいいえ転送された招待者

表 2 :会議のスケジュール時にパスワードが含まれている場合

[会議の詳細]ページ電子メール招待とリマインダ

でのパスワードの表示

ユーザタイプ（User Type）

はいはいホスト（Host）

はいはい代理ホスト

はいはい招待者

はいはい転送された招待者

•ホスト機能をオンまたはオフにする前の参加

•オン：招待者またはゲストは、開始時間の 15分前から終了時刻までミーティングに
参加できます。

•オフ：招待者またはゲストは、ホストの参加前はミーティングに参加できません。ホ
ストまたは代理ホストがミーティングを開始した後、招待者は参加できます。
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•ホスト機能をオンまたはオフにする前にテレビ会議に参加

•オン：ホストがミーティングクライアントでテレビ会議を開始しなくても、招待者は
ホストが参加する前にテレビ会議に参加できます。

•オフ：ホストがミーティングクライアントでテレビ会議を開始していない場合、招待
者はホストが参加する前にテレビ会議に参加できません。

•最初の参加者が、参加機能をオンまたはオフにする

•オン：ホストが設定される前に参加する場合は、最初の参加者がプレゼンターになり
ます。

•オフ：ホストが常にリードします。

音声設定
音声設定を初めて設定するときは、CUCMSIP設定とコールインアクセス番号を設定するのに
役立つウィザードによってプロセスを進めることができます。ウィザードを完了し、初期音声

設定を構成したら、他のすべてのオーディオ設定を行うことができます。

音声設定を進める前に、電話会議を有効にし、CUCMを設定する必要があります。電話会議の
ハイアベイラビリティを提供する予定の場合は、2つのシステムでCUCMを設定する必要があ
ります。詳細については、『Planning Guide』を参照してください。開始するには、次の情報
を取得する必要があります。

•参加者が会議にコールするために使用するコールインアクセス番号のリスト。

• CUCMの IPアドレス。

•任意TLS/SRTP電話会議暗号化を使用する予定の場合は、有効なセキュアな会議証明書。
詳細については、セキュアな電話会議証明書のインポート（89ページ）を参照してくだ
さい。

この機能は、ロシアまたはトルコでは使用できません。（注）

音声設定の初回設定

音声設定を初めて設定するときには、ウィザードによってインストール手順が案内されます。

このプロセスの一部として Cisco Unified Communications Manager (CUCM)を設定する必要があ
ります。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中

断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャッ

トダウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、
会議の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [データセンター上の CUCM 1つまたは 2つ（CUCM on
Data Center One/Two）]を選択します。

[CUCM設定（CUCM Setting）]ページが表示されます。

ステップ 4 （任意） CUCMの IPアドレスを変更するには、[編集 (Edit )]を選択します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

[電話会議の有効化: CUCM Setting )]ページが表示され、現在の設定が表示されます。

ステップ 6 [編集 (Edit )]を選択して設定を変更します。

[CUCM（Cisco Unified Communications Manager）（CUCM (Cisco Unified Communications Manager)）]ダイ
アログボックスが表示されます。

ステップ 7 次の手順に従って、[ CUCM (Cisco Unified Communications Manager) ]ダイアログボックスのフィール
ドに入力します。

a) CUCM 1 IPアドレスの IPアドレスと、オプションで CUCM 2の IPアドレスを入力します。

これらの IPアドレスは、CUCMのApplication Point SIPトランクで設定されているデバイスプールで
設定されている、Cisco Unified CommunicationsManagerグループの一部であるプライマリおよびオプ
ションのセカンダリCUCMノードに対応している必要があります。詳細http://www.cisco.com/c/en/us/
support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlについて
は、『 Planning Guide』の「アプリケーションポイントの SIPトランクの設定」を参照してくださ
い。

CUCM 2は必須ではありませんが、電話会議のハイアベイラビリティには推奨されていま
す。

（注）

b) システムのポート番号を入力します。ポート番号は、CUCMで割り当てられたポート番号と一致し
ている必要があります。（デフォルト：5060および 5062）

c) [トランスポート (Transport )]ドロップダウンメニューを使用して、システムの転送タイプを選択し
ます。（デフォルト：TCP）

転送タイプとして [TLS]を選択した場合は、各 CUCMサーバに対して有効なセキュアな会議証明書
をインポートし、SSL証明書をエクスポートして CUCMにアップロードし、システムの完全修飾ド
メイン名 (FQDN)をそれぞれの SIPドメイン名として設定する必要があります。CUCMサーバ。証
明セキュアな電話会議証明書のインポート（89ページ）書のインポートの詳細については、『
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Planning Guide』の「CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGERの設定 (CUCM)」を参照して
ください。 CUCMでのコール制御の管理の詳細については、を参照してください。

d) [続行（Continue）]を選択します。

新しいまたは更新された CUCM設定が、[電話会議の有効化: CUCM設定]ページに表示されます。

ステップ 8 [Next]を選択します。

[電話会議の有効化:アクセス番号の設定]ページが表示されます。

ステップ 9 [編集（Edit）]を選択します。

[コールインアクセス番号 (Call In Access Numbers) ]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10 [追加 (add )]を選択して、コールインアクセス番号を追加します。

電話機のラベルと番号のダイアログボックスに回線が追加されます。[追加 (Add)]を選択するたびに、ダ
イアログボックスに追加の行が表示されます。

ステップ 11 追加する各アクセス番号の電話機のラベルと電話番号を入力し、番号の追加が完了したら [続行 (Continue
)]を選択します。

CUCMで設定した番号だけを追加してください。追加した番号は、電子メールの招待状とCisco Webex
ミーティングクライアントのに表示されます。

例：

電話機のラベルとして「本社」を入力し、電話番号に888-555-1212を入力します。

入力したアクセス番号がシステムに追加され、[電話会議の有効化:アクセス番号の設定]ページに戻りま
す。このページには、設定されているアクセス番号の数が示されるようになりました。

ステップ 12 [保存]を選択します。

ウィザードによって、電話会議機能が正常に設定されたことが通知されます。

ステップ 13 任意[ Display name ]ダイアログボックスに表示名を入力します。

ステップ 14 任意[発信者 id (caller id )]ダイアログボックスに有効な発信者 idを入力します。

発信者 IDは、数字とダッシュ (-)に制限され、最大長は32文字です。

ステップ 15 （任意）Webexコールの設定を行います (デフォルト:会議に接続するには1を押します)。会議に接続す
るための要件をバイパスするには、このオプションを選択します。

電話システムが1桁を送信できない場合を除き、このオプションを選択することは推奨されませ
ん。

（注）

ステップ 16 （任意）電話の入力と終了トーンのを選択します。

• Beep (デフォルト)
•トーンなし
•アナウンス名
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ステップ 17 （任意）システムで IPv6がサポートされ、設定されている場合は、 ipv6電話会議設定を[オン (on )]ま
たは [オフ (Off)]に設定します。（デフォルト：[オフ（Off）]。[オフ (Off )]の設定は、IPv4が設定であ
ることを示します。)

ステップ 18 ユーザがWebexミーティングの音声部分にダイヤルインするとき、またはコールメールサービスを使用
するときに再生されるシステム音声言語を選択します。

ステップ 19 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 20 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされま
す。DNS解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

オーディオ設定の変更

始める前に

音声設定を初めて設定する場合は、を参照し音声設定の初回設定（21ページ）てください。

ブラストダイヤル、コールインサービスの言語、表示名、または発信者 IDの音声設定を構成
または変更するには、メンテナンスモードをオンにする必要はありません。

（注）

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中

断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャッ

トダウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、
会議の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）]を選択します。

各種設定項目の設定

24

各種設定項目の設定

オーディオ設定の変更

cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter11.pdf#nameddest=unique_17
cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter11.pdf#nameddest=unique_17
cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter11.pdf#nameddest=unique_18


ステップ 4 グローバル設定を選択します。音声機能の設定を行います。

音声設定では、グローバル設定があり、各データセンターにローカル設定があります。グローバル設定

はすべてのデータセンターに適用されます。ローカル設定は、個々のデータセンターに適用されます。

説明オプション

Webex Audio •ユーザコールインおよびコールアウトサービス:ユーザは、指定された電話
番号を呼び出すことによって、またはシステムからコールコールを受信する

ことによって、電話会議に出席できます。

• [コールイン (Call In)]:指定した電話番号を呼び出すことにより、ユーザが電
話会議に出席できるようにしますミーティングの主催者は、ブラストダイヤ

ルミーティングを開始できません。

• Off:すべての発信機能を無効にします。ミーティングの主催者は、Webex
audio、ブラストダイヤル、またはパーソナル会議ミーティングを開始できま
せん。

パーソナル会議 • [パーソナル会議の有効化 (Enable personalmeeting)]チェックボックスをオン
にして、ユーザがパーソナル会議ミーティングに開始してダイヤルインでき

るようにします。

•参加者が会議の前にパーソナル会議ミーティングに参加できるようにするに
は、参加者のアクセスコードのみを入力して、参加者がパーソナル会議ミー

ティングの音声部分を開始できるようにします。ホスト PINは必要ありませ
ん。

コンピュータを使用

した音声接続

• Onを使用すると、コンピュータの音声接続が許可されます。

• Offは、コンピュータの音声接続を拒否します。

ステップ 5 Webexブラストダイヤルについて（29ページ）の説明に従って、ブラストダイヤルを設定します。

ステップ 6 コールインアクセス番号セクションで [編集 (Edit )]を選択して、アクセス番号を追加、変更、または削
除します。

a) 追加する新しいアクセス番号ごとに、[追加 (add )]を選択して電話機のラベルと電話番号を入力しま
す。番号を削除するには、行の最後にある [削除 (delete )]リンクを選択します。

b) 変更するアクセス番号の電話ラベルと電話番号のフィールドに更新された情報を入力します。
c) [続行（Continue）]を選択します。

前のページで [保存 (Save )]を選択するまで、変更は保存されません。

CUCMで設定した番号だけを追加するようにしてください。追加した番号は、電子メールの招待状との
cisco webexミーティングクライアントに表示されます。

ステップ 7 コールインサービス言語セクションで [編集 (Edit )]を選択して、会議の音声部分にコールインするユー
ザが使用できる言語を追加、変更、または削除します。
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a) [追加 (Add )]を選択し、ミーティングの音声部分に発信するユーザに言語選択を提供する各コールイ
ン番号に関連付けられたルートパターンを入力します。

ルートパターンに関連付けられているコールイン番号を呼び出すすべてのユーザは、設定されてい

る言語の選択から選択できます。たとえば、言語選択として英語、スペイン語、フランス語を設定

した場合、ユーザがルートパターンに関連付けられたコールイン番号をコールすると、発信者には

英語でグリーティングが再生されますが、スペイン語またはフランス語のいずれかを選択すること

を選択できます。ユーザがスペイン語を選択すると、初期音声プロンプトがスペイン語で読み上げ

られます。

デフォルトの言語は、[設定（Settings）]> [オーディオ（Audio）]> [グローバル設定（Global
Settings）] > [システムの音声言語（System Audio Language）]で設定された言語に設定さ
れています。

（注）

b) エントリを削除するには、行の末尾にある [ X ]を選択します。
c) エントリを変更するには、別のルートパターンを入力し、異なる言語設定を選択します。
d) [続行（Continue）]を選択します。

ページの下部にある [保存 ( Save )]を選択するまで、変更は保存されません。

CUCMで設定されているルートパターンのみを追加してください。

ステップ 8 [トランスポート (transport )]ドロップダウンリストを使用して、各サーバのシステムとポート番号の転
送タイプを選択します。（デフォルト：TCP）

転送タイプとして [TLS]を選択した場合は、各 CUCMサーバに対して有効でセキュアな会議証明書をイ
ンポートし、SSL証明書をエクスポートしてCUCMにアップロードし、システムの完全修飾ドメイン名
(FQDN)をそれぞれのSIPドメイン名として設定する必要があります。CUCMサーバ。証明書のインポー
トの詳細についてはセキュアな電話会議証明書のインポート（89ページ）を参照し、CUCMでコール
制御を管理する詳細については、『プランニングガイド』の「Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）の設定」を参照してください。

ポート番号が CUCMの設定と一致することを確認します。

ステップ 9 [表示名（Display Name）]ダイアログボックスに表示名を入力します。

これは、コールインサービスを使用しているとき、または Cisco Webex Meeting Server (CWMS)に発信す
るときに、会議参加者の IPフォンに表示される名前です。

ステップ 10 [発信者 id (caller id )]ダイアログボックスに有効な発信者 idを入力します。

発信者 IDは、数字とダッシュ (-)に限定され、最大長は32文字です。

ステップ 11 Webexコールミー設定を行います（デフォルト：会議に接続するには 1を押してください（Press 1 to
connect to meeting））。必要に応じて、このオプションを選択して、会議に接続するために1を押して要
件をバイパスします。

電話システムが1桁を送信できない場合を除き、このオプションを選択することは推奨されません。

ステップ 12 電話の入力と終了トーンのを選択します。

• Beep (デフォルト)
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•トーンなし
•アナウンス名

ステップ 13 システムで IPv6がサポートされ、設定されている場合は、 ipv6電話会議設定を[オン (on )]または [オフ
(Off)]に設定します。(デフォルト: [オフ (Off )]は、IPv4が設定であることを示します)。

ステップ 14 レポートにユーザの電話番号を表示するには、参加者レポートで [コールインユーザの電話番号を表示
(Show call in user phone numbers) ]を選択します。

マルチデータセンター環境にすべての電話番号を含めるには、このパラメータを各データセンターで設

定する必要があります。

ステップ 15 ユーザが Cisco Webexミーティングの音声部分にダイヤルインするとき、またはコールインサービスを
使用するときに再生されるシステム音声言語を選択します。

この設定は、コールインサービス言語のデフォルト言語として表示されます。

ステップ 16 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 17 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされま
す。DNS解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

音声 CUCMの編集

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [音声（Audio）] > [CUCMデータセンター（CUCM Data Center）]を選択します。

ステップ 4 CUCM（Cisco Unified Communications Manager）の [編集（Edit）]を選択して、設定を変更します。
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a) CUCM 1 IPアドレスで、CUCM 1システムの IPアドレスを入力します。
b) 任意CUCM 2 (ロードバランシングサービス)システムの IPアドレスを入力します。

CUCM 2は必須ではありませんが、電話会議に高可用性を持たせるためにこのパラメータを含めるこ
とを推奨しています。

ステップ 5 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

すべてのユーザに対する電話会議の権限の有効化

すべてのユーザに対する電話会議の権限を一括編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [音声（Audio）] > [ユーザの権限（User Privileges）]を選択します。

ステップ 3 すべてのユーザに対する電話会議の権限を変更します。

•統合型 VoIP（Integrated VoIP）：コンピュータの音声接続を許可します。

•コールイン電話会議（Call-in Teleconferencing）：ユーザは、指定した電話番号を呼び出すことで電話
会議に出席できます。

•コールバック電話会議（Call-back Teleconferencing）：ユーザは、指定された電話番号を呼び出してシ
ステムからコールミーコールを受信することで、電話会議に出席できます。

[変更不可（Do notmodify）]を選択した場合、設定は変更されず、すべてのユーザプロファイルはその機
能の個々の設定を保持します。[有効化（Enable）]または [無効化（Disable）]を選択した場合、システム
内のすべてのユーザプロファイルが、遠隔会議の権限について選択した値に設定されます。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。
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Webexブラストダイヤルについて
Cisco Webexブラストダイヤルを使用すると、会議ホストとして識別されたユーザが電話番号
をコールし、(必要に応じて)ホストPINを入力して会議の音声部分をすぐに開始できます。同
時に、システムは、そのブラストダイヤルグループに対して定義されている参加者のリスト

に自動的にコールを発信します。

数分以内に、ホストは緊急の問題の説明を開始したり、承認権限を持っている人や緊急事態に

ついてトレーニングを受けた人にとって重要な問題を処理するための詳細な指示を提供したり

できます。会議の音声部分を開始するだけでなく、ホストは自動的に生成された電子メールに

アクセスして、会議のオンライン部分を開始し、ミーティングの参加者と画像、ビデオ、また

は電子情報を共有することができます。

コールは、システムのサイズに応じてブロックで開始されます。50-ユーザシステムは、3つの
コールを開始します。250-ユーザシステムは、15コールを開始します。800ユーザシステムは、
48コールを開始します。2000-ユーザシステムは、40コールを開始します。遅延は設計による
ものです。これにより、通常のシステム操作に影響を与えないように、同時に多数のユーザに

ダイヤルアウトすることができなくなります。

最初のブロックのコールが応答されるか、またはタイムアウトになると、システムは次の参加

者にコールを発信します。これは、すべての参加者が接続されるまで続きます。たとえば、シ

ステムに3回の試行が設定されている場合、システムは4番目のコールを開始しません。次の参
加者にコールします。各コールの試行は20秒後に続きます。(コールブラストダイヤルグルー
プ設定の編集（33ページ）の再試行回数の設定の詳細については、を参照してください)。

システムが参加者リストのユーザにコールを発信すると、その人がコールに応答し、参加者

PIN (必要に応じて)を入力して会議の音声部分に参加します。会議の音声部分が進行中の場
合、主催者は* #を押して会議に参加した人の名前を聞くことができます。(ホストは、会議の
オンライン部分の参加者リストを確認することもできます)。参加者は、コールに応答したり、
ブラストダイヤルグループから自分自身を削除したりすることはできません。管理者は、ブ

ラストダイヤルグループからユーザをいつでも削除できます。

各ブラストダイヤルグループには、各サイズのCWMSシステムでサポートされる参加者の最
大数を指定できます。詳細については、『 Cisco Webex Meeting Server Planning Guide』および
「systemの要件」の「System Capacity Matrix」の項を参照してください。管理者は、ブラスト
ダイヤルグループとその参加者を設定しますが、ミーティングホストに依存して、グループ

設定と参加者リストの情報を提供します。管理者は、ブラストダイヤルページで手動で入力

するか、またはホストによって完了した ParticipantsTemplateファイルをインポートすることに
よって、ブラストダイヤルグループに参加者を追加できます。

グループテンプレートのダウンロード

ブラストダイヤルグループのミーティングの主催者となるユーザに送信するグループテンプ

レートをダウンロードするために、提供されているリンクを使用します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 [グループテンプレート（GroupTemplate）]リンクを選択し、ホストが新しいブラストダイヤルグループ
のグループ名やホストの暗証番号などの基本設定の提供に使用するテンプレートをダウンロードします。

ステップ 4 グループテンプレートをブラストダイヤルグループの主催者に電子メールで送信します。テンプレート
に入力してそれを管理者に返送するように、主催者に依頼します。

次のタスク

新しいグループを作成するための情報がある場合は、ブラストダイヤルグループの追加（30
ページ）に移動します。

参加者をインポートするには、手順と行を参加者テンプレートファイルにある例のテキストと

一緒に削除して、参加者リストのインポート（38ページ）に移動します。

グループの参加者を手動で追加するには、ブラストダイヤルへの参加者の追加（34ページ）
に移動します。

ブラストダイヤルグループの追加

各ブラストダイヤルグループに対して、グループ名、ルートパターン、およびコールイン番

号を指定します。ルートパターンとコールイン番号は、CUCMで定義し、[ブラストダイヤル]
ページにコピーする必要があります。ミーティングのセキュリティレベルを指定するには、ホ

スト PINと参加者の PINを設定します。各グループに対して、そのユーザをホストにするに
は、少なくとも1つの内部参加者の [ホスト（Host）]チェックボックスをオンにします。各ブ
ラストダイヤルグループに少なくとも 1名のホストが必要です。ブラストダイヤルグループ
に対して複数の内部参加者をホストとして指名でき、すべてのホストが、ブラストダイヤル

ミーティングの音声を開始できます。ただし、ミーティングホストには、オンラインでのブラ

ストダイヤルミーティングを開始するためのライセンスが必要です。

ブラストダイヤルグループが設定されている場合、システムはホストの PINとコールイン番
号を使用して、電子メールをホストに送信します。すべての参加者は、参加者のPINとコール
イン番号が記載された電子メールを受信します。ホストがコールイン番号にコールし、ホスト

の PINを入力してミーティングを開始します。参加者は、（必要に応じて）ブラストダイヤ
ルコールに応答し（または電話に出られなかった場合は、コールイン番号に電話）、参加者の

PINを入力します。24時間後に自動的に終了する他の種類の Cisco Webexミーティングとは異
なり、ブラストダイヤルミーティングは最後の参加者が通話を終了するか、またはオンライ

ンミーティングを退席するまで続きます。ミーティングに参加しているのが1人だけの場合、
次の警告メッセージが 15分ごとに表示されます。「あなたはこのミーティングの唯一の参加
者です。ミーティングはあと 2分で自動的に終了します」。クロックの値が 2分から 0分へと
減少します。ユーザは [続行（Continue）]を選択して、ミーティングを延長できます。
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ホストがオンラインでのブラストダイヤルミーティングを開始すると、DTMFトーンが無効
になります。

（注）

始める前に

各ブラストダイヤルグループに対して、CiscoUnifiedCommunicationsManagerのルートパター
ンと対応するコールイン番号を構成します。各ブラストダイヤルグループには、専用コール

イン番号が必要です。ルートパターンの詳細は、『Cisco Unified Communications Managerアド
ミニストレーションガイド』の「コールルーティングのセットアップ」を参照してください。

グループテンプレートファイルをダウンロードし、このファイルをブラストダイヤルグルー

プのホストに送信します。ホストはテンプレートを完成させ、そのテンプレートを返す必要が

あります。テンプレートの情報を使用して、ブラストダイヤルグループを作成します。

ブラストダイヤルグループを作成する場合は、カスタムグリーティングを .WAVファイル形
式でアップロードするオプションがあります。ブラストダイヤルプロンプトを含むすべての

カスタム音声プロンプトは、8KHz、16ビット、64kbps、momo、CCITTu-law（G.711）です。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションでグループの追加を選択します。

ステップ 4 グループ名を入力します。

ステップ 5 ルートパターンを入力します。

各ブラストダイヤルグループに対して、Cisco Unified Communications Managerでルートパターンを 1つ
構成する必要があります。

ステップ 6 このブラストダイヤルグループ用に設定されている、ルートパターンに関連付けられたコールイン番号

を入力します。

各ブラストダイヤルグループには、専用のコールイン番号が必要です。ホストは、コールイン番号をダ

イヤルして、ブラストダイヤルミーティングを開始します。

このコールイン番号は、CiscoUnifiedCommunicationsManagerでこのグループに選択したルート
パターンにリダイレクトされます。詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-maintenance-guides-list.htmlを参照してください。

（注）

ステップ 7 （任意） [ミーティングパスワード（Meeting Password）]フィールドに英数字のパスワードを入力しま
す。
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設定されている場合、参加者はこのパスワードを入力して、オンラインでのブラストダイヤルミーティ

ングに参加します。

ミーティングパスワードを制御するルールは、[設定（Settings）]> [パスワードの管理（Password
Management）]> [ミーティングパスワード（MeetingPassword）]に設定されています。詳細に
ついては、ミーティングの設定（16ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 8 ホスト PINオプションを一つ選択します。

•（デフォルト）[ホスト PINを自動で生成（Automatically generate a host PIN）]を選択し、スライ
ダーを適切なセキュリティレベルに動かします。スライダーを移動すると、PINとセキュリティレ
ベルが変更されます。[更新（Refresh）]を選択して、別の番号を生成します。

• [ホストPINを入力（Type a host PIN）]を選択して、PINを数字で入力してください。このオプショ
ンが選択されている場合は、PINを入力する必要があります。

3桁の PINではセキュリティが低く、4桁から 7桁の PINはセキュリティレベルが中程度で、8桁か
ら 10桁の PINは高いセキュリティレベルになっています。

ホストの PINは、1桁の番号または 11111や 1234567などの連続番号にすることはできま
せん。

（注）

•ホストが、ブラストダイヤルミーティングを開始するために PINを入力する必要がない場合は、
[なし（None）]を選択します。

このオプションを選択すると、コールイン番号を知っているユーザは、ブラストダイヤル

ミーティングを開始できるようになります。

（注）

ステップ 9 参加者 PINオプションを一つ選択します。

•（デフォルト）ブラストダイヤルミーティングに参加するために、参加者にPIN入力を要求しない
場合は、[なし（None）]を選択します。

• [参加者 PINを入力（Type a participant PIN）]を選択して、PINを数字で入力してください。この
オプションが選択されている場合は、PINを入力する必要があります。

3桁の PINではセキュリティが低く、4桁から 7桁の PINはセキュリティレベルが中程度で、8桁か
ら 10桁の PINは高いセキュリティレベルになっています。

参加者の PINは、1桁の番号または 11111や 1234567などの連続番号にすることはできま
せん。

（注）

ステップ 10 参加者を呼び出すようにシステムが実施するコールの試行回数を選択します。

システムは各参加者を、コール試行に対して選択された回数だけコールします。ユーザが自分の [マイア
カウント（My Accounts）]ページ（社内ユーザ用）に 4つの電話番号をリストする場合、または管理者
が、システムにインポートした CSVファイルで 4つの電話番号を入力する場合は、選択された回数だけ
コールの試行を最初の電話番号に対して行い、2番目の番号に対してコールの試行を選択された回数行
い、3番目の番号、4番目の番号と続けます。システムがコール試行に対して選択された回数、各ディレ
クトリ番号にダイヤルしたら、システムは、参加者をコールするのを停止します。このフィールドに [無
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制限（Unlimite）]を選択した場合、システムは、コールに応答するまで、またはブラストコールのミー
ティングが終了するまで参加者をコールし続けます。

• 1（システムは各参加者を 1回コールします）。
• 3（デフォルト）
• 5
• 10
•無制限（参加者がミーティングに参加するまでシステムが参加者にコールし続けると会社で規定さ
れている場合は、このオプションを選択します）。

ステップ 11 [内部リスト（Internal List）]セクションにある [参加者の追加（Add Participants）]リンクを選択しま
す。

ステップ 12 内部リストで、少なくとも 1つのホストの電子メールアドレスを入力し、参加者リストにユーザを追加
するには +を選択します。

ステップ 13 内部ユーザをミーティングのホストとして指定するには、[ホスト（Host）]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 14 （任意） [外部リスト（External List）]セクションにある [参加者の追加（Add Participants）]リンクを
選択します。

ステップ 15 （任意）外部ユーザの場合は、名前、電子メールアドレス、および電話番号を入力し、[追加（Add）]
を選択して、ユーザを参加者リストに追加します。外部ユーザの詳細については、ブラストダイヤルへ

の参加者の追加（34ページ）を参照してください。

ステップ 16 変更内容を保存するには、[保存（Save）]を選択します。
ブラストダイヤルグループがシステムに追加されます。

次のタスク

参加者のリストをインポートするには、事前設定された列見出しのある CSVファイルをエク
スポートします。詳細については、参加者リストのエクスポート（36ページ）および参加者
リストのインポート（38ページ）を参照してください。

小規模なブラストダイヤルリストを作成したり、既存のリストに数名の新しいユーザを追加

したりするには、ブラストダイヤルへの参加者の追加（34ページ）を参照してください。

ブラストダイヤルグループを削除するには、ブラストダイヤルグループの削除（34ページ）
を参照してください。

ブラストダイヤルグループ設定の編集

参加者リストを含めて、ブラストダイヤルグループの設定を変更できます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

各種設定項目の設定
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ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 「ブラストダイヤル」の項で、グループ名を選択します。

ステップ 4 編集可能なフィールドを変更します。アスタリスクの付いたフィールドは必須フィールドです。

ステップ 5 参加者リストのエントリを変更するには、[ X ]を選択してエントリを削除してから、更新されたデータを
使用してエントリを再度追加します。

ステップ 6 [更新（Update）]を選択して変更を保存します。

ブラストダイヤルグループの削除

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル（Blast Dial）]セクションで、削除するグループの横にある Xを選択します。

ステップ 4 [OK]を選択して確認します。

ブラストダイヤルグループおよび関連する参加者のリストがシステムから削除されます。

ブラストダイヤルへの参加者の追加

ブラストダイヤルグループの設定を構成した後で、内部の参加者リストと外部の参加者リス

トを作成します。ホストがWebexブラストダイヤルミーティングを開始し、次に内部リスト
のメンバーに電話をかけ、次に外部リストのメンバーに電話をかける際、システムは、内部の

参加者と外部の参加者のリストのメンバーにコールします。

内部参加者の会社の電子メールアドレスは、[マイアカウント（MyAccount）]ページの情報に
関連付けられます。システムは、内部ユーザの電子メールアドレスを使用して、[マイアカウ
ント（MyAccount）]ページからユーザの名前と電話番号を収集します。（内部ユーザのディ
レクトリ番号がテンプレートに登録されている場合、そのユーザは無視されます）。

[マイアカウント（MyAccount）]ページに複数の番号が表示されている場合は、最初の空でな
い電話番号（通常、参加者のオフィス番号）をダイヤルします。コールに応答がない場合、シ

ステムはリスト内の 2番目のディレクトリ番号（携帯電話番号など）にコールします。これ
は、[マイアカウント（MyAccount）]ページの最後にリストされた電話機に到達するまで繰り
返されます。サイクルの数は、[管理]ページのブラストダイヤルグループで設定したコール
試行回数によって異なります。（『Cisco Webex Meetings Serverユーザガイド』のブラストダ
イヤルグループ設定の編集（33ページ）と「アカウント情報を更新する」を参照してくださ
い。）デフォルトの試行回数は 3回です。

外部参加者はWebexブラストダイヤルミーティングにゲストとして参加できます。ただし、
会社の電子メールアドレスと関連付けられている [マイアカウント（My Account）]ページが
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含まれていないため、名前、電子メールアドレス、電話番号を外部参加者のブラストダイヤル

ダイアログに入力する必要があります。システムは、連続して参加者のディレクトリ番号にダ

イヤルします。

外部の参加者はWebexブラストダイヤルミーティングをホストできません。

参加者の追加

•テンプレートの内部リストまたは外部リストセクションにあるフィールドに、参加者の情
報を入力します。

•または、ブラストダイヤルミーティングのホストに依頼して、[マイアカウント（My
Account）]ページの [参加者テンプレート（Participants Template）]リンクを選択し、テ
ンプレートファイルをダウンロードします。ホストは、参加者の情報を入力し、完全なテ

ンプレートを管理者に送信してシステムにインポートします。

•または、参加者リストを CSVファイルにエクスポートして、必要な情報を入力し、更新
した CSVファイルをインポートします。

内部ユーザの電子メールアドレスが外部の参加者リストに入力されている場合、システムはす

べての参加者のエントリをチェックし、参加者のリスト間でエントリを自動的に移動します。

データベースの内部の参加者リストでエントリの電子メールアドレスが検出できない場合、そ

のエントリは外部リストに移動されます。移動したエントリを有効にするには、ユーザ名と

ディレクトリ番号を入力する必要があります。

始める前に

ブラストダイヤルミーティングのホストに問い合わせて、ホストがテンプレートファイルを

ダウンロードするために [マイアカウント（My Account）]ページの [参加者テンプレート
（ParticipantsTemplate）]リンクを選択するように依頼します。ホストは、参加者の情報を入
力して、完全なテンプレートを管理者に送信する必要があります。『CiscoWebexMeetingsServer
ユーザガイド』の「グループと参加者のテンプレートのダウンロード」の項を参照してくださ

い。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、グループ名のリンクを選択します。

ステップ 4 既存の参加者リストをエクスポートし、CSVファイルを変更して、そのファイルをインポートし、参加者
の情報を追加または変更することができます。

[エクスポートリスト（Export List）]を最初に選択すると、適切な列見出しを含む空のCSVファ
イルがエクスポートされます。

（注）

ステップ 5 参加者をインポートする
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•タブまたはカンマを選択して、インポートするCSVファイルのタイプ（タブ区切りまたはカンマ区切
り）を指定します。

• [参照 (Browse )]を選択し、インポートする CSVファイルを選択します。
• [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 6 指定されたフィールドの個々のエントリを追加する

•内部参加者の場合は、電子メールアドレスを入力し、+を選択してエントリを追加します。

•外部の参加者の場合は、参加者の名前、電子メールアドレス、国コードを含むディレクトリ番号を入
力します。次に、[追加（Add）]を選択します。

新しく追加された参加者は、内部リストまたは外部リストに表示されます。

ステップ 7 （任意） [ホスト（Host）]チェックボックスをオンにして、ユーザをホストとして指定します。

ブラストダイヤルグループごとに、ホストとして指名される少なくとも 1名の内部参加者がいる
必要があります。

（注）

ステップ 8 [保存（Save）]を選択して、ブラストダイヤルグループの設定と新規に追加したエントリを参加者リスト
に保存します。

ホストとして指定された参加者には、ホストの PIN、参加者の PIN、ミーティングパスワード（設定され
ている場合）、およびブラストダイヤルコールイン番号が記載された電子メール通知が届きます。他のす

べての参加者には、参加者の PINとミーティングパスワード（設定されている場合）が記載された電子
メール通知が届きます。

次のタスク

参加者リストのエントリを変更するには、「ブラストダイヤルグループ設定の編集（33ペー
ジ）」を参照してください。

参加者リストをインポートするには、「参加者リストのインポート（38ページ）」を参照し
てください。

参加者リストをエクスポートするには、「参加者リストのエクスポート（36ページ）」を参
照してください。

参加者リストのエクスポート

参加者リストを作成する前に、[リストのエクスポート（Export List）]を選択して、適切な列
見出しと空白の CSVファイルをエクスポートします。選択しない場合は、システムにより、
このブラストダイヤルグループのすべての参加者情報がエクスポートされます。内部と外部

の両方の参加者が含まれるエクスポートリストには、名前（NAME）、電子メール（EMAIL）、
PHONENUMBER1、PHONENUMBER2、PHONENUMBER3、PHONENUMBER4、および ISHOST
が含まれています。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル（Blast Dial）]セクションで、[グループ名（Group Name）]を選択します。

ステップ 4 [参加者（Participants）]セクションで [リストのエクスポート（Export List）]を選択します。
参加者データは CSVファイルとしてエクスポートされます。

ステップ 5 [エクスポート（export）]ダイアログで、ファイルを特定のアプリケーションで開くか、ファイルを保存し
てダウンロードします。

ステップ 6 エクスポートした CSVファイルにアクセスして、参加者データを追加、変更、または削除します。

外部参加者向けには、名前、電子メールアドレスおよび 1つの電話番号が必要です。社内参加者向けの場
合、ユーザの会社の電子メールアドレスのみ、システムに必要です。少なくとも 1人の社内ユーザに主催
者ロールを割り当てる必要があります。

社内ユーザの名前など、必要のない参加者情報を入力すると、CSVファイルをインポートした場
合でも、そのような情報は保存されません。ただし、情報が不完全な場合、たとえば外部参加者

の名前を入力し忘れた場合には、そのような情報はインポートされますが、エラーメッセージが

表示されます。誤ったエントリは無効と見なされ、データベースには保存されません。

（注）

•名前（外部の参加者に必要）：ユーザの姓名を適切な形式で入力します。<と >を除くすべての記号
を使用できます。この名前はミーティング、外部リストと、システムがブラストダイヤルミーティン

グへの参加に関する情報を参加者に送信する電子メールメッセージに表示されます。外部リストにとっ

て長すぎる名前は、切り捨てられます（電子メール内の名前は切り捨てられません）。内部ユーザの

場合、名前はユーザのWebex [マイアカウント（My Account）]ページから取得されます。
•電子メール（すべての参加者に必要）：システムはこのアドレスを使用して、PINとコールイン情報
を送信し、ブラストダイヤルミーティングのオンラインにリンクを送信します。その後、その人物が

内部の参加者か、あるいは外部の参加者かを決定します。CiscoWebexMeetings Serverに電子メールア
ドレスが保存されている場合、そのユーザは内部の参加者であり、システムがユーザのWebex [マイア
カウント（My Account）]ページから名前と電話情報を自動的に検出します。外部の電子メールアド
レスの場合は、CSVファイルに入力されている名前と電話番号が使用されます。

•電話番号（外部の参加者に必要）：外部の参加者に対して、国コードを含む最大 4つの電話番号を入
力します。電話番号はPhonenumber1、Phonenumber2、...の順にダイヤルされます。外部参加者あたり
少なくとも 1つの電話番号を入力してください。使用可能な文字は 0～ 9、(、)、-です。CWMSシス
テムでは電話番号の識別、形式確認、変換は行われず、エントリが CUCMに転送されるだけです。

•役割（内部参加者のみ）：ミーティングホストになる内部ユーザ全員のホストを入力します。主催者
は、主催者の PIN、参加者の PIN、およびコールイン番号が記載された電子メールを受信します。主
催者には複数のユーザを指定できます。

次のタスク

参加者リストのインポート（38ページ）に進みます。
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参加者リストのインポート

始める前に

参加者情報を含むコンマ区切りまたはタブ区切り（CSV）ファイルを準備します。参加者リス
トに含まれる現在の値を CSVファイルにエクスポートし、そのファイルを変更してインポー
トし、参加者情報を追加または変更することができます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [オーディオ（Audio）] > [グローバル設定（Global Settings）]を選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル（Blast Dial）]セクションで、[グループ名（Group Name）]を選択します。

ステップ 4 タブまたはコンマを選択して、インポートする CSVファイルの種類を示します。

ステップ 5 [参照 (Browse )]を選択し、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 6 [インポート（Import）]を選択します。

ファイルがシステムにインポートされます。

ステップ 7 [更新（Update）]を選択して、参加者情報を保存します。
インポートされた参加者の情報はデータベースに保存されます。

次のタスク

参加者リストをスクロールして参加者情報を表示し、値が正しくインポートされたことを確認

します。

参加者リストのエクスポート（36ページ）に移動して、参加者リストをエクスポートしま
す。

ビデオの設定

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [ビデオ（Video）]に移動します。

ステップ 3 360p、180pまたはオフを選択して、[保存（Save）]をクリックします。

各種設定項目の設定
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ストレージ要件の概算については、『CWMSプランニングガイド』の「ミーティング録画について」の項
を参照してください。

モバイルデバイスの設定
複数のコールインアクセス番号を許可するようにシステムを設定すると、システムでは最初の

番号がフリーダイヤルのアクセス番号であると見なされて、この番号が最初に使用されます。

この番号にモバイルネットワークから到達できない場合は、アプリケーションに接続できませ

ん。この番号がモバイルネットワークからアクセス可能であることを確認してください。

iOSモバイルデバイスを使用しており、データセンターの証明書が既知の認証局からのもので
ない場合は、データセンターの SSL証明書をすべて iOSモバイルデバイスにインポートする
必要があります。それ以外の場合は、ミーティングを開始しようとすると、iOSモバイルデバ
イスでエラーが表示されます。

Androidモバイルデバイスのユーザは、会議を開始する前にすべてのデータセンター証明書を
インポートすることをお勧めします。証明書をAndroidデバイスにインポートすると、デバイ
スがWebexサイトを信頼するようになるので、このサイトからミーティングを開始するとき
に警告メッセージが表示されなくなります。

Androidは、Cisco Webex Meetings Server 2.0以降でサポートされています。iOSおよび Android
のWebexアプリケーションは、デフォルトで有効になっています。

（注）

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [モバイル（Mobile）]を選択します。

ステップ 3 システムでサポートするモバイルプラットフォームを選択してから、[保存（Save）]を選択することで、
モバイル設定を構成します。

デフォルト：iOS Webexアプリケーションと Android Webexアプリケーション。

iOSおよび Android Webexアプリケーションは、社内のイントラネットでもまたは社外のインターネット
でも Cisco Webexデスクトップアプリケーションと同じように機能します。

次のタスク

詳細については、モバイルデバイスの SSL証明書のエクスポート（83ページ）を参照してく
ださい。
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サービス品質（QoS）の構成
Differentiated Services（DiffServ）Code Point（DSCP）の設定は、RFC 2475に定義されていると
おり、音声およびビデオメディアシグナリングの QoSを決定します。デフォルト値のままに
することを推奨します。その他の値は、まれにネットワークに別のDSCP設定が必要である場
合に使用できます。詳細については、ご使用の Cisco Unified Communications Managerのバー
ジョンに適用される Cisco Unified Communicationsソリューションリファレンスネットワーク
デザイン（SRND）の「Network Infrastructure」の章を参照してください。

以下はデフォルト値です。

• Webex Audio (メディア)

• IPv4 QoSマーキング: EF DSCP 101110

• IPv6 QoSマーキング: EF DSCP 101110

• Webex Audio (シグナリング)

• IPv4 QoSマーキング：CS3 (precedence 3) DSCP 011000

•コンピュータを使用したWebex音声接続

• IPv4 QoSマーキング: AF41 DSCP 100010

• Webexビデオ（Webex Video）

• IPv4 QoSマーキング: AF41 DSCP 100010

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [Quality of Service(QoS)（Quality of Service）]を選択します。

ステップ 3 適切なドロップダウンメニューを使用して QoSマーキング設定を選択し、[保存 (Save)]を選択します。

QoSマーキングについて
トラフィックがインターネットリバースプロキシサーバを経由する導入とトラフィックがイ

ンターネットリバースプロキシサーバを経由しない導入のQoSマーキング情報に関しては、
以下の表を参照してください。

各種設定項目の設定

40

各種設定項目の設定

サービス品質（QoS）の構成



表 3 :インターネットリバースプロキシサーバを経由するトラフィックの Cisco Webex Meetings Serverシステムに QoS
マーキング

QoSマーキングトラフィック

可能SIP Audio—media—CWMS to Endpoint

可能SIP Audio—signalling—CWMS to Endpoint

なしPC Audio—media—CWMS to Client

なしPC Audio—signalling—CWMS to Client

なしPC Audio—media—Client to CWMS

なしPC Audio—signalling—Client to CWMS

なしPC Video—media—CWMS to Client

なしPC Video—signalling—CWMS to Client

なしPC Video—media—Client to CWMS

なしPC Video—signalling—Client to CWMS

表 4 :インターネットリバースプロキシサーバを経由しないトラフィックの Cisco Webex Meetings Serverシステムに
QoSマーキング

QoSマーキングトラフィック

可能SIP Audio—media—CWMS to Endpoint

可能SIP Audio—signalling—CWMS to Endpoint

可能PC Audio—media—CWMS to Client

可能PC Audio—signalling—CWMS to Client

なしPC Audio—media—Client to CWMS

なしPC Audio—signalling—Client to CWMS

可能PC Video—media—CWMS to Client

可能PC Video—signalling—CWMS to Client

なしPC Video—media—Client to CWMS

なしPC Video—signalling—Client to CWMS

ユーザ管理
このページのすべてのパスワード設定はオプションであり、オン（チェックマークあり）また

はオフ（チェックマークなし）に切り替えることができます。
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ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [ユーザ管理（User Management）]を選択します。

ステップ 3 非アクティブの [number]日後にホストアカウントをディアクティベートを選択して、テキストフィールド
に日数を入力します。（デフォルト：オフ（無効）で、 90日に設定されています。）

このデフォルト設定を有効にした場合、ミーティングを 90日間開催またはスケジューリングしていない
ユーザは非アクティブ化されます。

この機能は主催者アカウントだけに適用されます。この機能を使用して管理者アカウントを非アクティブ

化することはできません。管理者アカウントをディアクティベートするには、ユーザまたは管理者のアク

ティブ化または非アクティブ化を参照してください。

ステップ 4 ディアクティベートから [number]日後にディアクティベートユーザを削除を選択して、テキストフィー
ルドに日数を入力します。（デフォルト：オフ（無効）で、 90日に設定されています。）

デフォルト設定を有効にすると、非アクティブにされたユーザは、サイト管理で非アクティブに設定され

た日から 90日で削除されます。削除されたユーザのデータ、および削除されたユーザが開催する将来の
ミーティングと定期的なミーティングも削除されます。過去のミーティングは、レポート、課金、ライセ

ンス、および監査に必要であるため、6ヵ月間保持されます。

削除後 6ヵ月間は、削除されたユーザは、削除されたアカウントに関連付けられているアドレス
を使用してシステム上のミーティングに参加することができなくなります。ユーザに対し、ミー

ティングを主催する機能を無効にしながらも、ミーティングへの参加は許可する場合には、ホス

トアカウントステータスを [非アクティブ (INACTIVE)]に設定します。

このような制限は、CiscoWebexMeetingsServerリリース2.8でのみ使用できます。リリース2.8MR1
で削除されたユーザの場合は、同じ電子メールアドレスを使用してミーティングに出席すること

ができます。

重要

ステップ 5 削除されたユーザが所有している録音を管理の下にあるオプションを選択します。

録音の所有者が削除されたときにシステムから録音を削除するには、[録音の削除（Delete recordings）]を
選択します。

[録音の転送先（Transfer recordings to）]を選択し、録音の所有権の転送先となるユーザの電子メールアド
レスを入力します。

ステップ 6 システムへの不正アクセスを防止するには、[ユーザアカウントロックの有効化（Enable user account
locking）]を選択します。（デフォルト：オフ）

アカウントは、特定の回数だけサインインに失敗すると、自動的にロックされます。アカウントがロック

されると、ロック解除命令が記載された電子メールが、すべての管理者とロックされたアカウントの所有

者に送信されます。管理者は、別の管理者がロックしているアカウントをロック解除できます（アカウン

トのロック解除を参照）。

その他のパラメータも表示されます。これらの機能の値を入力します。

各種設定項目の設定
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•連続サインインエラーの数 [number]

• [number]分後にサインインの試みに失敗したことを忘れます。

•ユーザアカウントの [number]分後にロックを解除します。

•ロックされたユーザに電子メール通知を送信する（Send email notifications to locked users）

ステップ 7 [保存（Save）]を選択します。

パスワードの設定
パスワードは次のように設定できます。

• [一般パスワード (General password)]:パスワードの有効期限を制御し、ユーザがすぐに、
または指定された間隔でパスワードを変更するように強制できます。

• [ユーザパスワード (user password)]:大文字と小文字、長さ、文字タイプと使用率、動的な
webページテキスト制御、許容できないパスワードのリストの設定など、ユーザアカウン
トのパスワード強度を設定します。

•会議パスワード:会議にパスワードの使用を強制し、大文字と小文字、長さ、文字のタイ
プと使用、動的なwebページテキスト制御、および許容できないパスワードのリストの設
定など、会議のパスワード強度を設定します。

SSOまたは LDAPがシステムで有効になっている場合は、次のようになります。

• [ユーザの編集 (Edit User )]ページの [一般パスワード (General password )]ページと [ユー
ザパスワード (user password )]ページおよびパスワードセキュリティ制御の設定は、ホス
トアカウントのパスワードには適用されません。

•これらの設定は、これらのクレデンシャルを使用して Cisco Webex管理サイトにサインイ
ンするときに、管理者および監査員のパスワードに適用されます。

•管理者は、自身の SSOまたは LDAPクレデンシャルを使用して、ホストする会議にサイ
ンインして管理する必要があります。(監査員が会議を主催することはできません)。

（注）

パスワード全般設定

このページのすべてのパスワード設定はオプションであり、オン（チェックマークあり）また

はオフ（チェックマークなし）に切り替えることができます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]> [パスワードの管理（PasswordManagement）]> [一般パスワード（General Password）]
を選択します。

ステップ 3 [数日ごとに管理者と監査人全員のパスワード変更を強制する（Force all administrators andauditors to change
password everynumberday(s)）]を選択して、テキストフィールド内に日数を入力します。（デフォルト：
オフ

LDAPを使用してユーザを認証する場合には、ユーザのパスワードエージングは無効になっています。

a) [ユーザのパスワードの有効期限が切れる数日前から警告を表示する（Show a warning number day(s)
before user's password expires）]を設定します。

値には、空（警告なし）あるいは、何日前から管理者または監査人にパスワード変更を要求するかの

いずれかを設定できます。たとえば、この値を 14日に設定すると、パスワードの有効期限の 2週間前
に警告を表示できます。

LDAPを使用してユーザを認証する場合には、パスワードエージングは無効になっています。

ステップ 4 [管理者と監査人全員が次回のログイン時にパスワードを変更するよう強制する（Force all administrators
and auditors to change password on next login）]を選択します。デフォルト：オフ

LDAPを使用してユーザを認証する場合には、ユーザへのパスワード変更要求は無効になっています。こ
のコントロールは [管理者と監査人全員が次回のログイン時にパスワードを変更するよう強制する（Force
all administrators and auditors to change password on next login）]を読み取ります。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ユーザのパスワード要件と制限事項の設定

これらの設定は、システムがデフォルト認証を使用する場合に、管理者とエンドユーザの両方

に適用されます。これらの設定は、システムがライトウェイトディレクトリアクセスプロトコ

ル（LDAP）認証またはシングルサインオン (SSO)認証を使用している場合に、管理者にのみ
適用されます。エンドユーザのパスワードは、ADサーバまたは IdPサーバによって管理され
ます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]> [パスワードの管理（PasswordManagement）]> [ユーザパスワード（User Password）]
を選択します。

ステップ 3 開いたページ上のフィールドを設定して、ユーザのパスワードの設定を変更します。

各種設定項目の設定
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説明オプション

このオプションを選択すると、残りのオプションも

有効になります。

デフォルト：オン

ユーザアカウントの複雑なパスワードを要求する

必要最低限の文字数。

デフォルト：オン、6文字

最小文字数（Minimum character length）

必要最低限の英文字（数字と特殊文字を除いた文

字）。

デフォルト：オン、1文字

英文字の最低必要数

必要最低限の数字（英文字と特殊文字を除いた文

字）。

デフォルト：オン、数字 1文字

数字の最低必要数

必要最低限の特殊文字（英字と数字を除いた文字）。

デフォルト：オフ、1文字

特殊文字の最小数

パスワードには、大文字と小文字を含める必要があ

ります。

デフォルト：オン

大文字と小文字の組み合わせを含める必要がある

（Must include mixed case）

どの文字（英文字、数字、または特殊文字）も 3回
より多く繰り返すことはできません。

デフォルト：オン

同じ文字の 3回以上の繰り返し使用を許可しない
（Do not allow any character to be repeated more than 3
times）

管理者が指定した、使用不可のパスワードのリス

ト。

デフォルト：オフ

使用不可パスワードの一覧

これらの特殊な名前は使用できません。

デフォルト：オン

会社名、サイト名、ユーザの電子メールアドレス、

およびホスト名を常に許容しない（Company name,
site name, user email address, and hostname are always
unacceptable）

以前に使用したパスワードは使用できません。使用

を許可しない以前のパスワードの数を指定するに

は、ドロップダウンリストから数字を選択します。

デフォルト：オン

デフォルト値：5

以前の nパスワードを含めることはできません

パスワードを作成する場合、次のことは行わないでください。
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•特定の文字を 4回以上繰り返す。

•パスワードの一部として、ユーザ名、電子メールアドレス、サイト名、または会社名を使用する。

•使用していた 5個前までのパスワードを使用する。

•引用符（"）またはスペースを含める。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

ミーティングパスワードの設定

この機能は、ミーティングのパスワードパラメータを設定するのに使用します。次の表は、

ユーザがミーティングに出席する際にパスワードを入力する必要があるタイミングを示してい

ます。

ゲストがサ

インインし

ないとき

ゲストがサ

インインす

るとき

参加者がサ

インインす

るとき

主催者がサ

インインす

るとき

ミーティン

グの主催者

がサインイ

ンするとき

メール招待

状からパス

ワードを除

外したとき

設定された

パスワード

パスワード

は不要

パスワード

は不要

パスワード

は不要

パスワード

は不要

パスワード

は不要

該当なしなし

パスワード

が必要です

パスワード

が必要です

パスワード

は不要

パスワード

は不要

パスワード

は不要

はいはい

パスワード

が必要です

パスワード

は必須だ

が、[パス
ワード
(Password)]
フィールド

には値が自

動入力され

る

パスワード

は不要

パスワード

は不要

パスワード

は不要

いいえはい

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [パスワード管理（Password Management）] > [ミーティングパスワード（Meeting
Password）]を選択します。

ステップ 3 開いたページ上のフィールドを設定して、ミーティングパスワードの設定を変更します。

各種設定項目の設定
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• [すべてのミーティングでパスワードを必須にする（All meetings must have passwords）]では、すべて
のミーティングでパスワードを設定する必要があります。

• [ミーティングパスワードをオプションにする（Meetings password is optional）]では、ミーティング
パスワードをホストで要求できます。

•電話での参加時にミーティングパスワードを強制するでは、参加者のミーティングの参加で、コール
インオプションを使用して、ミーティングの招待に含まれる、システムが生成した数字のパスワード

の入力を必須にします。このパスワードは、コールインする参加者に固有のものです。[コールミー
（call-me）]オプションを使用した参加者は、パスワードを入力する必要はありません。

•ミーティングパスワードの長さの数値を設定します。指定できる範囲は 8～ 12です。デフォル
ト値は 8です。

•コールを切断する前の最大失敗した試行回数を設定します。指定できる範囲は1～6です。デフォ
ルトは 3です。

•強力なミーティングパスワードを要求すると、その他のオプションも有効化されます。

•最小文字数では、少なくともこの文字数でパスワードを入力する必要があります。デフォルト：
6

•アルファベット文字の最小数では、少なくともこの数のアルファベット文字が必要です。デフォ
ルト：1

•数字の最小数では、少なくともこの数の数字が必要です。デフォルト：1

•特殊文字の最小数では、少なくともこの数の特殊文字が必要です。デフォルト：1

•これらの特殊文字を含めることはできません（スペース、\、'、"、/、&、<、>、=、[,]）で、こ
れらの文字の使用を禁止します。

• [大文字と小文字の組み合わせを含める必要がある（Must include mixed case）]では、パスワード
に大文字と小文字を含める必要があります。

•許容できないパスワードの一覧は、無効なパスワードをリストします。

•会社名、サイト名、ユーザの電子メールアドレス、ホスト名、およびミーティングトピックを常
に許容しないでは、これらの単語または文字列を使用できません。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。
この変更は、以降のミーティングに対し、それらのミーティングをスケジューリングするときに適用され

ます。パラメータの変更前にスケジュールされていたミーティングは影響を受けません。

各種設定項目の設定
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電子メールテンプレートについて
ユーザに重要なイベントを通知するには、電子メールテンプレートを使用します。各電子メー

ルテンプレートには、設定する必要がある変数があります。各テンプレートにおける変数の説

明については、次の表を参照してください。

電子メールテンプレートには、次の 2種類があります。

•共通：失われたパスワード、ホストおよび出席予定者への通知、録画の可用性、およびそ
の他の一般的な通知が含まれます。

•会議：ミーティングの招待、キャンセル、更新、リマインダ、および情報通知が含まれま
す。

表 5 :共通電子メールテンプレート

変数説明タイトル

• %SiteURL_HTML%

• %DisplayName%

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %Participants%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ADアカウントが有効化さ
れた後、ユーザに送信さ

れます。

ADアクティベーション
（AD Activation）

• %DisplayName%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

管理者がユーザのアカウ

ントを再有効化した後、

ユーザに送信されます。

アカウントが再有効化さ

れました（Account
Reactivated）
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %OrgLogo%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ユーザがエンドユーザの

サイトからパスワードを

リセットした後、ユーザ

に送信されます。

パスワードを忘れた場

合：パスワードが変更さ

れました（Forgot
Password–Password
Changed）

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %OrgLogo%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ユーザがエンドユーザの

サイトからパスワードを

リセットした後、ユーザ

に送信されます。この電

子メールで、ユーザは新

しいパスワードを作成す

るように求められます。

パスワードを忘れた場

合：パスワードのリセッ

ト（Forgot Password–Reset
Password）

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%_HTML

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%_HTML

• %Support%_HTML

• %CustomFooterText%_HTML

• %Year%

ホストに会議の録画への

リンクを送信します。

ホストが使用できる録画

（Recording Available for
Host）
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %participants%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

シングルサインオン

（SSO）の有効化後に送
信されます。

SSOアクティベーション
電子メール（SSO
Activation Email）

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName_HTML%

• %Body_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

システム上のすべての

ユーザに電子メールを送

信します。

すべてのユーザに電子

メールを送信（SendEmail
To All Users）

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

モバイルデバイス向け

CiscoWebexアプリについ
てユーザに通知し、アプ

リのダウンロードリンク

を提供します。

CiscoWebexの設定：モバ
イルデバイス

各種設定項目の設定
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電子メールテンプレートについて



変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %HostName_HTML%

• %RestrictionMessage_HTML%

• %TopicName_HTML%

• %Duration%

• %RecordingTime%

• %PersonalizedMessage_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

選択された会議の出席予

定者に会議の録画へのリ

ンクを送信します。

録画の共有（Share
Recording）

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic Name_HTML%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

選択された会議の出席予

定者に会議の録画へのリ

ンクを送信します。[会議
を終了（LeaveMeeting）]
を選択した後にWebex
Meetingsでホストが選択
した参加者。

MCからの録画の共有
（Share Recording from
MC）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

パスワードが変更された

場合に、ユーザに電子

メールを送信します。

ユーザ：パスワードが変

更されました

（Users—Password
Changed）

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %participants%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

新しい管理者のアカウン

トが作成された後、管理

者に送信されます。

ウェルカムメール

表 6 :ミーティングの電子メールテンプレート：ホスト、代理ホスト、およびブラストダイヤルグループ

変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議を開始するためにホ

ストがブラストダイヤル

コールイン番号にダイヤ

ルするときにホストに送

信されます。

ブラストダイヤルミー

ティングの招待：ホスト

（Blast Dial Meeting
Invite—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

管理者がグループを削除

すると、ブラストダイヤ

ルグループのメンバーに

送信されます。

ブラストダイヤルミー

ティンググループが削除

されました（Blast Dial
Meeting Group Deleted）

• %HostName_HTML%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %MeetingInfoURL%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %MeetingPassword_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %SiteURL%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議の進行中にホストが

他のホストをその会議に

招待すると、他のホスト

に送信されます。

進行中のブラストダイヤ

ルミーティングの招待：

ホスト（In-Progress Blast
DialMeeting Invite—Host）

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議設定が変更された場

合に、会議情報をホスト

に提供します。

ブラストダイヤルミー

ティング情報の更新：ホ

スト（Blast Dial Meeting
Information
Updated—Host）

各種設定項目の設定
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各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName_HTML%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ホストが [今すぐミーティ
ング（Meet Now）]を選
択すると、ホストおよび

出席予定者に送信されま

す。

インスタントミーティン

グの招待：ホスト（Instant
Meeting Invite—Host）

• %SiteURL%

• %Topic%

• %RecipientName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議のキャンセルを確認

するために、会議のホス

トに送信されます。

会議のキャンセル：ホス

ト（Meeting
Canceled—Host）

各種設定項目の設定
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電子メールテンプレートについて



変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %AlternateHostName_HTML%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• % MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議設定が変更された場

合に、会議情報を代理主

催者に提供します。

会議情報の更新：代理ホ

スト（Meeting Information
Updated—Alternate Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Topic%

• %RecipientName_HTML%

• %LicenseWarning_HTML%

• %LicenseWarningSpace_HTML%

• %Topic_HTML%

• %HostName_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議設定が変更された場

合に、会議情報をホスト

に提供します。

会議情報の更新：ホスト

（Meeting Information
Updated—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName_HTML%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議の代理主催者に会議

の通知を送信します。

会議の通知：代理ホスト

（Meeting
Reminder—AlternateHost）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Topic_HTML%

• %OrgLogo%

• %HostName%

• %MeetingTime%

• %HostName_HTML%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議のホストに会議の通

知を送信します。

会議の通知：ホスト

（Meeting
Reminder—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %AlternateHostName_HTML%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

代理主催者に更新された

会議情報を送信します。

会議の再スケジューリン

グ：代理ホスト（Meeting
Rescheduled—Alternate
Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %AlternateHostName_HTML%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

代理主催者に会議の確認

を送信します。

会議情報：代理ホスト

（Meeting
Information—Alternate
Host）

各種設定項目の設定
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電子メールテンプレートについて



変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Topic_HTML%

• %RecipiantName%

• %LicenseWarning_HTML%

• %LicenseWarningSpace_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ホストに会議の確認を送

信します。

会議情報：ホスト

（Meeting
Information—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostNumber%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

会議のホストに自動ミー

ティングアラームを送信

します（パーソナル会議

アカウントのみ）。

PCN会議の自動通知：ホ
スト（PCN Meeting Auto
Reminder—Host）

• %HostName%

• %HostNumber%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

会議のホストに手動で会

議通知を送信します

（パーソナル会議アカウ

ントのみ）。

PTPCN会議の手動通知：
ホスト（PT PCN Meeting
Manual Reminder—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ホストと招待者に会議の

通知を送信します（パー

ソナル会議アカウントの

み）。

PTPCN会議通知：ゲスト
（PT PCN Meeting
Notification—Guest）

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %HostName_HTML%

• %MeetingTime%

• %Meeting Link%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %Meeting Space%

• %MeetingNumber

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %Meeting Password%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

ホストに会議通知を即時

送信します（パーソナル

会議アカウントのみ）。

PCN会議の即時招待：ホ
スト（PCNMeeting Instant
Invitation—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %ReceipentName%

• %LicenseWarning%

• %HostName%

• %HostNumber%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %Meeting Password%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングへの招待の

通知をホストに送信しま

す。

PCN会議の通知招待：ホ
スト（PCN Meeting
Notification
Invitation—Host）

• %RecipentName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ホストに会議のキャンセ

ル通知を送信します

（パーソナル会議アカウ

ントのみ）。

PCN会議のキャンセル：
ホスト（PCN Meeting
Canceled—Host）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %RecipentName%

• %LicenseWarning%

• %HostName%

• %HostNumber%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ホストにスケジュール変

更通知を送信します

（パーソナル会議アカウ

ントのみ）。

PCN会議のスケジュール
変更：ホスト（PCN
Meeting Schedule
Change—Host）

表 7 :ミーティングの電子メールテンプレート：ブラストダイヤルも含む招待者（Meetings Email Templates—Invitee,
Including Blast Dial）

変数説明タイトル

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %SiteURL%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議を開始するためにホ

ストがブラストダイヤル

コールイン番号にダイヤ

ルするときに参加者に送

信されます。

招待者へのブラストダイ

ヤルミーティングの招待

（Blast Dial Meeting
Invite—Invitee）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %MeetingPassword_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議の進行中にホストが

ユーザをその会議に招待

すると、そのユーザに送

信されます。

進行中のブラストダイヤ

ルミーティングの招待：

招待者（In-Progress Blast
Dial Meeting
Invite—Invitee）

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議設定が変更された場

合に、会議情報を参加者

に提供します。

ブラストダイヤルミー

ティング情報の更新：招

待者（Blast Dial Meeting
Information
Updated—Invitee）

各種設定項目の設定

66

各種設定項目の設定

電子メールテンプレートについて



変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

会議の進行中にホストが

ユーザをその会議に招待

すると、そのユーザに送

信されます。

進行中のミーティングの

招待：招待者（In-Progress
Meeting Invite—Invitee）

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

スケジュールされた会議

がキャンセルされたユー

ザに通知します。

会議のキャンセル：招待

者（Meeting
Canceled—Invitee）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

出席予定者に、更新され

た会議情報を送信しま

す。

会議の再スケジューリン

グ：招待者（Meeting
Rescheduled—Invitee）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

出席予定者に即時会議通

知を送信します（パーソ

ナル会議アカウントの

み）。

PCN会議の進行中の招
待：出席予定者

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

会議の招待者に手動で会

議通知を送信します

（PCNアカウントの
み）。

PCN会議の手動通知：招
待者（PCNMeetingManual
Reminder—Invitee）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席予定者にスケジュー

ル変更通知を送信します

（パーソナル会議アカウ

ントのみ）。

PCN会議のスケジュール
変更：出席予定者（PCN
Meeting Schedule
Change—Invitee）

各種設定項目の設定
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo_HTML%

• %MeetingInfoURL_HTML%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
（v2.7MR3以降）

• %MeetingPassword_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

出席予定者に会議の再ス

ケジュール通知を送信し

ます（パーソナル会議ア

カウントのみ）。

PCN会議の再スケジュー
リング：出席予定者

（PCN Meeting
Rescheduled—Invitee）

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席予定者に会議のキャ

ンセル通知を送信します

（パーソナルアカウント

のみ）。

PCN会議のキャンセル：
出席予定者（PCNMeeting
Canceled—Invitee）
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %Meeting Link%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingSpace%

• %Meeting Number%

• %Meeting Number No Spaces%
（v2.7MR3以降）

• %Meeting Password%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

生産性向上ツールを使用

して会議がスケジュール

された後、会議の出席予

定者に送信されます。

PTミーティングの招待：
招待者（PT Meeting
Invitation—Invitee）

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TMeetingInfoURL%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Number No Spaces%
（v2.7MR3以降）

• %Meeting Password%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パーソナル会議アカウン

トから生産性向上ツール

を使用して会議がスケ

ジュールされた後、会議

の出席予定者に送信され

ます。

PCN会議の招待：招待者
（PCN Meeting
Invitation—Invitee）
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席予定者に会議のキャ

ンセル通知を送信します

（パーソナルアカウント

のみ）。

PCN会議のキャンセル：
出席予定者（PCNMeeting
Canceled—Invitee）

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Number No Spaces%
（v2.7MR3以降）

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パーソナル会議アカウン

トから生産性向上ツール

を使用して会議がスケ

ジュールされた後、会議

の出席予定者に送信され

ます。

PTPCNミーティングの招
待：出席予定者（PT PCN
Meeting
Invitation—Invitee）
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席予定者に会議のキャ

ンセル通知を送信します

（パーソナルアカウント

のみ）。

PCN会議のキャンセル：
出席予定者（PCNMeeting
Canceled—Invitee）

アプリケーションのダウンロードについて
Webexサイト管理サイトで利用可能なツールを使用して、CWMSアプリケーションを大量に
展開できます。ダウンロード可能なアプリケーションは次のとおりです。

• Webexミーティングデスクトップアプリケーション:会議をスケジュール、参加、または
主催するためのコアアプリケーション。

ユーザにWebexミーティングデスクトップアプリがインストールされていない場合は、
初めて会議に参加したときに、自動的に PCにダウンロードされます。これは、オンデマ
ンドまたはサイレントで発生するように設定できます。ユーザには、会議の期間中にCisco
Webexミーティングデスクトップアプリを使用し、会議が終了したときに削除したり、ア
プリケーションのインストールを実行したりするオプションがあります。インストールを

実行すると、今後の会議を開始または参加するプロセスが高速化されます。ユーザが管理

者権限を持っていない場合、インストールは失敗します。

• Webex生産性向上ツール: Microsoft™ Outlook®などの他のアプリケーション間のインター
フェイスを提供し、それらのアプリケーションを介した会議の管理を可能にします。

システムへの更新またはアップグレードが完了したら、古いバージョンのWebex生産性
向上ツールを削除し、最新バージョンをインストールする必要があります。

• Webexネットワーク録画プレーヤー:会議の録画を再生します。これには、会議中に表示
されるすべての素材を含めることができます。

CWMSで、を行います。アプリケーションのMSIインストーラは、[管理者 >設定(Admin
Settings) > ]ダウンロードページから入手できます。詳細については、『 CWMS Planning Guide
』の「Administrationサイトからのアプリケーションのダウンロード」を参照してください。

アカウントが作成されているエンドユーザに通知する前に、ユーザのコンピュータにアプリ

ケーションをオフラインでプッシュすることを推奨します。アプリケーションをプッシュする
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ことで、ユーザが初めてサインインしたときに会議を開始して参加し、ネットワーク録画を再

生できるようになります。

ユーザが管理者権限を持っている場合は、ユーザがエンドユーザダウンロードページからアプ

リケーションをダウンロードして、アプリケーション自体をインストールできるようにするこ

とができます。追加の管理者アクションは必要ありません。

ユーザのPcに管理者権限がないロックダウン環境でCiscoWebexmeeting Serverにアップグレー
ドする場合は、アップグレード手順を開始する前に、新しいバージョンのWebexミーティン
グアプリケーションをすべてのユーザ pcにプッシュします。

ダウンロードの設定

管理者がユーザに Cisco Webexデスクトップアプリケーションを手動でダウンロードしたり、
ユーザが自分でダウンロードできるように許可したりするようにシステムを設定できます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [ダウンロード（Downloads）]を選択します。

ステップ 3 [Webex生産性向上ツールの自動更新（Auto update Webex Productivity Tools）]チェックボックスを選択
して、定期的に自動更新するように設定します。（デフォルト：オン）。

Webex生産性向上ツールをユーザに手動でプッシュする場合は、このオプションをオフにするこ
とを推奨します。

このオプションを選択すると、ユーザが Cisco Webex生産性向上ツールの更新されたバージョン
をインストールした後に、Windowsのコントロールパネルの [プログラムと機能（Programs and
Features）]のWebex生産性向上ツールのバージョン番号が以前のバージョン番号で表示されま
す。ただし、WebexアシスタントのWebex生産性向上ツールについてに表示されるバージョンに
は、正しいバージョンが表示されます。これは既知の問題であり、以降のリリースで修正される

予定です。

（注）

ステップ 4 ダウンロード方法を選択します。

•ユーザによるWebexデスクトップアプリケーションのダウンロードを許可
• Webex Meetingsおよび生産性向上ツールをユーザのデスクトップに手動でプッシュ

[ユーザのWebexデスクトップアプリケーションのダウンロードを許可（Permit users to download Webex
desktop applications）]を選択した場合は、[保存（Save）]を選択してダウンロードの設定を終了します。
これ以上のアクションは必要ありません。

[Webex Meetingsと生産性向上ツールをユーザのデスクトップに手動でプッシュ（Manually push Webex
Meetings and Productivity Tools to user’s desktop）]を選択した場合、Webex Meetingsアプリケーション、
生産性向上ツール、ネットワーク録画プレーヤーセクションがページに表示されます。次の手順に進みま

す。
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ステップ 5 ダウンロードしてインストールする各アプリケーションにつき、[ダウンロード（Download）]を選択し、
[保存（Save）]を選択して、それらのアプリケーションに対応するインストーラを含む ZIPファイルをシ
ステムに保存します。

各 ZIPファイルには、すべてのサポートされる言語とプラットフォームのインストーラが収納されていま
す。

ステップ 6 ダウンロード設定を保存するには、[保存（Save）]を選択します。

セキュリティの設定

証明書の管理

証明書とキー管理システムはオンプレミスにあるため、証明書の管理、ストレージ、および暗

号化を担当します。

（注）

証明書は、システムのコンポーネント間のセキュアな通信を保証します。システムが展開され

ている場合は、自己署名証明書が設定されます。自己署名証明書は最大5年間実行できますが、
認証局によって検証される証明書を設定することをお勧めします。認証局は、仮想マシン間の

通信が認証されることを保証します。システムには複数の仮想マシンを設定できます。データ

センターに必要な証明書は1つだけです。IRP仮想マシンを除き、システム証明書には、他の
すべての仮想マシン、サイト Url、および管理 Urlの完全修飾ドメイン名 (Fqdn)が含まれてい
ます。

メジャーアップグレードの実行後、システムには自己署名内部SSL証明書のみがインストール
されています。この自己署名された内部 SSL証明書には、管理サイトURLとして共通名/サブ
ジェクトがあります。古い SSL証明書には、サイトURLに共通の名前/サブジェクトが設定さ
れています。内部 SSL証明書では、共通名が管理サイト URLとして設定された証明書のみが
許可されるため、古い証明書を使用することはできません。アップグレード後すぐに新しい証

明書を生成する必要があります。古いSSL証明書を外部証明書として使用し、内部ユーザ用に
別の内部 SSL証明書を生成するか、サイトURLから管理サイトURLに共通名が変更された新
しい SAN証明書を生成することができます。

次の証明書タイプがサポートされています。

• [SSL (SSL):すべてのシステムで必要です。

• SSO IdP: idプロバイダー (IdP)証明書を使用したSSOの場合。（SSO IdP証明書のインポー
ト（88ページ）を参照）。

•セキュアな電話会議:TLS電話会議に必要です。設定するCUCMシステムごとに1つずつ、
最大2つのセキュアな電話会議証明書を設定できます。

• [SMTP]:電子メールサーバが TLS対応の場合に必要です。
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CSRまたは証明書の生成について

証明書または証明書署名要求 (CSR)を更新することはできませんが、証明書または CSRはい
つでも生成できます。システムに仮想マシンを追加したり、既存の仮想マシンを変更したりす

る場合は、システム上の仮想マシンごとに新しい証明書を生成します。

SSL証明書は、次の理由で無効になる場合があります。

•データセンターはシステムに参加しています。

•システムサイズが拡張され、新しい仮想マシンが導入されました。これらの新しい仮想マ
シンの Fqdnは、元の SSL証明書には存在しません。

•高可用性システムが追加され、新しい仮想マシンが導入されました。これらの新しい仮想
マシンの FQDNが元の SSL証明書に存在しない。

• Cisco Webexサイトの URLが変更されました。この URLは、元の SSL証明書には存在し
ません。

•管理サイトの URLが変更されました。この URLが元の SSL証明書に存在しない。

•管理仮想マシンの FQDNが変更されました。この FQDNは、元の SSL証明書には存在し
ません。

•現在の SSL証明書の有効期限が切れています。

SSL証明書が何らかの理由で無効になると、システムは自動的に新しい自己署名証明書を生成
します。この変更の通知を受信します。管理サイトのページの上部には、SSLが無効になった
ことを示すグローバル警告メッセージが表示されます。

証明書の構造

証明書には、発行先を表す名前が含まれています。共通名 (CN)は常に存在し、「正式名称」
と見なされます。その他の名前はエイリアスまたは証明書の用語で、サブジェクト代替名

(SANs)です。これらは必須ではありませんが、エンティティのグループ (人、サーバ)で使用
されます。CWMSなどの証明書を共有します。

CWMS証明書には、CWMS部分の DNS名 (VM Fqdn、Webexサイト URL、およびWebex管
理 URL)が含まれています。CWMSバージョン 2.5 MR5以前は、CWMS内のすべてのマシン
に対して1つの証明書が設定されていました。これらの証明書名は、WebexサイトのURLに基
づいています。代替名は、インターネットリバースプロキシの Fqdnを除く他のすべてのもの
でした。

CWMSバージョン 2.5 MR5以降では、内部証明書とオプションで外部証明書があります。Irp
がない場合 (パブリックアクセスが有効になっていない場合)、外部証明書は使用できません。
Irpがある場合 (パブリックアクセスが有効になっている場合)、必要に応じて、Irpに対しての
み外部証明書を設定できます。外部証明書がない場合は、内部証明書がすべてのに使用されま

す。

この変更により、内部証明書には共通の管理URLに基づくCNがあります。Sanは、ローカル
のWebex管理 URL、Webexサイト URL、および内部 Fqdnに基づいています。
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外部証明書には、Webex共通サイト URLに基づく CNがあります。Sanは、ローカルサイト
URLと共通サイト URLに基づいています。

CWMS 2.5 MR5以降では、新しい証明書をアップロードすると、CWMSは CNのみを検証し
ます。内部証明書のCNは管理サイトURLと一致する必要があり、外部証明書のCNはWebex
共通サイト URLと一致している必要があります。CWMS 2.5 MR5以降にアップグレードした
後も、既存の証明書は機能します。ただし、新しい証明書をアップロードする場合は、新しい

証明書の CNsが次のガイドラインに従う必要があります。

ワイルドカード証明書

CWMS 2.5MR5以降では、証明書の CNのみが検証されるため、次のルールがワイルドカード
証明書に適用されます。

• CNにはワイルドカードが含まれている必要があります。

•ワイルドカード名を SANとして使用することはできません。

たとえば、CN = cisco.comおよび SAN, DNS = *. cisco.comを使用して証明書を生成した場合、
証明書のアップロードは失敗し、次のメッセージが表示されます。

証明書のサーバドメインが Webex サイトの URL と一致しません。

SSL証明書の生成に関して

システムには SSL証明書が設定されている必要があります。この製品は、次のタイプの SSL
証明書をサポートしています。

• Self-signed

•認証局―署名済み

•外部認証局―署名済み

2.5 MR5以前は、1つの証明書がシステム全体に使用されていました。2.5 MR5以降では、内
部証明書と外部証明書の両方を使用できます。

単一の証明書を使用して内部と外部のすべてのホスト名をサポートするには、内部証明書だけ

を生成してアップロードします。この内部証明書は、共通名として管理URLを使用しますが、
すべてのシステムホスト名が含まれています。

外部証明書はサイト URLしかサポートしていないため、必要ありません。外部証明書が更新
された場合、内部証明書は外部で使用されません。

自己署名入りの証明書を手動で生成する場合は、共通 URLと一般名（CN）のローカル管理
URLのいずれかを選択できます。

証明書署名要求（CSR）を生成するときは、ワイルドカード、ローカル、または共通の URL
（サイト URLまたは管理 URL）のいずれかを選択できます。サブジェクト代替名（SAN）の
一覧は次のとおりです。

• CNがワイルドカード（完全なドメインをカバーする）である場合は非表示です。
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•事前設定されていますが、CNが完全なドメインに対応していないURLである場合は、こ
れを変更できます。事前設定されたリストを維持することを推奨しますが、エントリを追

加することもできます。リストから事前に入力されている項目を削除しないことを強く推

奨します。

証明書署名要求（CSR）の生成

SSL証明書の証明書署名要求 (CSR)および秘密キーを生成するために使用されるハッシュ方式
は、SHA2 (SHA256)を使用します。

認証局によっては、キー共有の拡張機能はサポートされていません。この拡張機能は Cisco
Webex Meetings Serverには不要です。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明書
（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 3 目的の CSRのタイプの [CSRの作成（Generate CSR）]を選択します。

2015年11月1日、認証局 (たとえば、VeriSign、GoDaddyなど)では、内部ドメイン名 (たとえば、ドメイン
ローカル、ドメイン内部)の証明書の発行が停止されていました。CWMSバージョン2.0MR9より前のバー
ジョンでは、展開内のすべてのコンポーネントのサブジェクト代替名を使用して1つの SSL証明書のみを
アップロードできますが、これには、完全なソリューションのために高価なSANSSL証明書を購入する必
要があります。CWMSバージョン 2.5 MR5では、IRPサーバで使用するために、証明機関からWebexサイ
トURL SSL a証明書を購入し、内部ネットワーク仮想マシンに自己署名 SSL証明書を使用することができ
ます。

ステップ 4 [CSR（証明書署名要求）の作成（Generate CSR (Certificate Signing Request)）]ページのフィールドに値を入
力します。

説明オプション

[ローカルサイト URL（Local Site URL）]証明書、[グロー
バルサイトURL（Global Site URL）]証明書、または [ワイ
ルドカード（Wildcard）]証明書を選択します。

[共通名（Common Name）]

管理サイトと仮想マシンの名前。ワイルドカードの共通名

を選択した場合、サブジェクト代替名は必要ありません。

サブジェクト代替名

このオプションは、共通名タイプのサブジェ

クト代替名を選択した場合にのみ表示されま

す。

組織名を入力します。組織
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説明オプション

部署名を入力します。[部署名（Department）]

市区町名を入力します。[市区町村郡（City）]

都道府県を入力します。[州/都道府県（State/Province）]

国を選択します。国

キーサイズ 2048を選択します。キーの長さ（Key Length）

ハッシュアルゴリズム SHA256を選択します。Hash Algorithm

ステップ 5 [CSRの作成（Generate CSR）]を選択します。

[CSRのダウンロード（Download CSR）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [ダウンロード（Download）]を選択します。

CSRと関連付けられた秘密キーを含む ZIPファイルを受信します。CSRファイルは「 csr」と呼ばれ、秘

密キーファイルはpem と csr_private_key呼ばれます。

ステップ 7 VMwareデータリカバリまたはVMware vSphereデータ保護を使用して、システムをバックアップします。

システムをバックアップすると、その秘密キーが復元に必要になった場合は、秘密キーが保持されます。

SSL証明書のインポート

Cisco Webex meeting Serverは、PEMおよび DERエンコーディングと PKCS12アーカイブを使
用した x.509証明書をサポートしています。

システムが自己署名証明書を使用している場合に、ミーティングに参加すると、問題が発生す

る可能性があります。これを回避するには、自己署名証明書を使用するようにクライアント側

を設定します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中

断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャッ

トダウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、
会議の録画を再生したりすることはできません。
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ステップ 3 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明
書（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 4 [その他のオプション（MoreOptions）]> [SSL証明書/秘密キーのインポート（ImportSSLCertificate/private
key）]を選択します。

すでに証明書をインストールしている場合は、新しい証明書をインポートすると上書きされることが警

告されます。

ステップ 5 [参照（Browse）]を選択して、証明書を選択します。

X.509に準拠した証明書または証明書チェーンを選択する必要があります。有効なタイプには次のものが
あります。

• PEM/DERで符号化された証明書:。CER/.CRT/.PEM/.キー

• PKCS12暗号化証明書:。P12/..PFX

PKCS # 12ファイルまたは PEMブロックの1つのファイルを使用して、証明書チェーンをインポートで
きます。PEMファイルを使用する場合は、次のようにフォーマットする必要があります。

•（オプション）秘密キーをアップロードするときは、秘密キーがファイル内の最初のブロックであ
る必要があります。ファイルは暗号化してもしなくても構いません。ファイルは、PEMエンコード
された PKCS#8フォーマットである必要があります。ファイルを暗号化する場合は、復号化するた
めのパスワードを入力する必要があります。

•次の要素は、PEMエンコードされた x.509形式で証明書を発行した中間認証局の証明書である必要
があります。

•インフラストラクチャで使用するのと同じ数の中間証明書を含めることができます。ルート認証局
の証明書は含めないでください。プライベート認証局を使用している場合は、ルート証明書がすべ

てのクライアントに配布されていることを確認してください。

すべての証明書を 1つのファイルにまとめてアップロードする必要があります。1つの証明書をアップ
ロードしてから、後で中間証明書を追加することはできません。中間証明書を使用する認証局を使用し

ていて、中間証明書がクライアントに配布されていない場合は、中間証明書をアップロードすることで、

証明書に関する警告を表示されないようにすることができます。

証明書に証明書チェーンが付属している場合は、中間証明書とエンドユーザ－証明書を 1つのファイル
として結合する必要があります。中間証明書、エンドユーザ証明書の順に結合します。2つの証明書は連
続しており、間にスペースはありません。

PKCS#12ファイルの拡張子は .p12でなければなりません。証明書と秘密キー（オプション）のみを含め
る必要があります。

ステップ 6 [アップロード（Upload）]を選択します。

証明書が有効かどうかはシステムによって判定されます。証明書は、次の理由で無効とされる場合があ

ります。
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•証明書ファイルが有効な証明書ファイルではありません。

•証明書ファイルの有効期限が切れています。

•公開キーが 2048ビット未満です。

•証明書内のサーバドメインがサイトの URLと一致しません。

•システムによって自動的に生成された秘密キーが証明書と互換性がない。

•証明書ファイルには、システム内のすべてのホスト名（除く：DMZホスト名）が含まれているわけ
ではありません。また、サイトURLと管理URLも含まれていません。MDCシステムでは、証明書
ファイルにグローバルサイト URL、ローカルサイト URL、および管理 URLが含まれている必要が
あります。

ステップ 7 （任意） [Passphrase]を入力します。

PKCS12アーカイブまたは暗号化された秘密キーを復号化するにはパスフレーズが必要です (アップロー
ドされている場合は、PEMファイルに秘密キーが含まれています)。

ステップ 8 [続行（Continue）]を選択します。

システムによって SSL証明書がインポートされ、スクロール可能な証明書ファイルのダイアログボック
スに表示されます。

ステップ 9 [完了（Done）]を選択します。

ステップ 10 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされま
す。DNS解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

SSL証明書のエクスポート

次の手順でセキュアソケットレイヤ（SSL）証明書をダウンロードします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明書
（Certificates on CWMS System）]をクリックします。
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マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 3 [その他のオプション（More Options）] > [SSL証明書のエクスポート（Export SSL Certificate）]を選択し
ます。

証明書を開くか保存するかを選択するオプションが表示されます。

ステップ 4 証明書ファイルを保存します。

次のタスク

管理者とエンドユーザが、信頼されていないサイトの警告を表示させることなく、管理ページ

または一般的なWebページにサインインできることを確認します。

モバイルデバイスの SSL証明書のエクスポート

Apple iOS 5.0以降を実行しているApple iPhoneまたは iPadには、信頼できるルート証明書が組
み込まれています。会社が自己署名証明書を使用している場合、または、CiscoWebexMeetings
Serverにインストールされているルート証明書が Apple社の信頼できるルート証明書のリスト
にない場合は、SSL証明書をエクスポートし、それをモバイルデバイスにインストールするよ
うに指示する電子メールをユーザに送信することで、ユーザをWebexミーティングに参加さ
せます。

SSL証明書のエクスポートは、自己署名証明書を使用している場合にのみ必要です。信頼でき
る認証局の署名証明書を使用している場合には、SSL証明書のエクスポートは必要ありませ
ん。

始める前に

ユーザのApple iPhoneまたは iPadにプレインストールされている信頼できるルート証明書が、
Apple社の信頼できる認証局のリストにあることを確認します。詳細については、
http://support.apple.com/kb/ht5012を参照してください。

モバイルデバイスを使用するために必要な、アクティブな高速インターネット接続があること

を確認します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明書
（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 3 [その他のオプション（More Options）] > [SSL証明書のエクスポート（Export SSL Certificate）]を選択し
ます。

各種設定項目の設定

83

各種設定項目の設定

モバイルデバイスの SSL証明書のエクスポート

http://support.apple.com/kb/ht5012


証明書を開くか保存するかを選択するオプションが表示されます。

ステップ 4 証明書ファイルをローカルハードドライブに保存します。

ステップ 5 保存された証明書ファイルを電子メールに添付し、その電子メールを個々の承認ユーザの iOS電子メール
アカウントに送信します。

ステップ 6 ユーザは、次の手順でモバイルデバイスでその電子メールを開き、証明書ファイルを保存してモバイルデ
バイスにインストールします。

a) [プロファイルのインストール（Install Profile）]ページで [インストール（Install）]をタップします。
b) 未署名のプロファイルダイアログで [今すぐインストール（Install Now）]をタップします。
c) iOSのパスワードを入力します。
d) [次へ（Next）]をタップします。
e) [完了（Done）]をタップします。

CSR秘密キーのダウンロード

CWMSから秘密キーを取得するには、以下の手順を使用します。ファイルを所有していない
場合は、Cisco Technical Assistance Centerにサポートを依頼してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明書
（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 3 [詳細オプション（More Options）] > [CSRのダウンロード（Download CSR）]を選択します。

CSRおよび秘密キーが含まれている CSR .zipファイルを保存するように求めるダイアログボックスが表示
されます。

ステップ 4 ファイルを保存するシステムの場所を選択して、[OK]を選択します。

ステップ 5 必要になった場合に備えて、秘密キーファイル csr-private-key.pemをバックアップします。

自己署名証明書の生成

システムを展開すると、自己署名証明書が自動的に生成されます。弊社では、信頼できる認証

局によって署名された証明書をインストールすることを推奨しています。以下の手順を使用し

て、いつでも新しい自己署名証明書を生成することができます。
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システムで自己署名証明書が使用される場合は、クライアント側の管理者が自己署名証明書を

使用するようにシステムを設定していない限り、ミーティングへの参加で問題が発生する可能

性があります。

（注）

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明書
（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 3 [その他のオプション（More Options）] > [自己署名付き証明書の生成（Generate self-signed certificate）]
を選択します。

ステップ 4 [自己署名付き標準証明書（General Self Signed Certificate）]ページのフィールドに入力します。

説明オプション

自己署名証明書の名前を入力します。（必須）証明書名

システムのホスト名は、サイトの URLです。X.509共通名（X.509 Common Name）

MDCシステムでは、ローカルサイトの URLとグローバルサイ
トの URLのいずれかを選択できます。

組織名を入力します。マニュアルの構成

部署名を入力します。[部署名（Department）]

市区町村名を入力します。City

州または都道府県の名前を入力します。[州/都道府県（State/Province）]

国名を選択します。Country

キータイプとして RSAを選択します。キータイプ

キーの長さとして 2048を選択します。キーの長さ（Key Length）

ハッシュアルゴリズムとして SHA256を選択します。Hash Algorithm

ステップ 5 [証明書および秘密鍵を生成（Generate Certificate and Private Key）]を選択します。
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メジャーアップグレード後に同じ SSL証明書を使用する必要がある場合は、その証明書を取得するために
使用したCSRによって生成された秘密キーをアップロードする必要があります。秘密キーは、証明書ファ
イル内の最初のブロックである必要があります。

証明書ファイルが生成され、表示されます。

ステップ 6 [完了（Done）]を選択します。

SSL証明書の復元

証明書が無効になった場合、またはシステムでディザスタリカバリを実行した場合は、SSL証
明書を復元できます。Cisco Webex meeting Serverは、PEMおよび DERエンコーディングと
PKCS12アーカイブを使用した x.509証明書をサポートしています。

始める前に

証明書と秘密キー (システムで使用されている場合)のバックアップがあります。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中

断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャッ

トダウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、
会議の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [CWMSシステム上の証明
書（Certificates on CWMS System）]をクリックします。

マルチデータセンターシステムで、[CWMSシステム上の証明書またはデータセンター N上の証明書
（Certificates on CWMS System or Certificates on Datacenter N）]を続行します。

ステップ 4 [その他のオプション（MoreOptions）]> [SSL証明書/秘密キーのインポート（ImportSSLCertificate/private
key）]を選択します。

すでに証明書がインストールされている場合は、新しい証明書のインポートによって既存の証明書が上

書きされることを警告するメッセージが表示されます。

ステップ 5 [続行（Continue）]を選択します。

ステップ 6 [参照（Browse）]を選択して、証明書ファイルを選択します。

X.509準拠の証明書または証明書チェーンを選択します。有効なタイプには次のものがあります。

• PEM/DERで符号化された証明書:。CER/.CRT/.PEM/.キー
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• PKCS12暗号化証明書:。P12/..PFX

PKCS # 12ファイルまたは PEMブロックの1つのファイルを使用して、証明書チェーンをインポートで
きます。PEMファイルを次のようにフォーマットします。

•任意秘密キーファイル (csr_private_key pem)と、認証局 (CA)から受信した証明書を1つのファイルに
結合します。秘密キーは、ファイル内の最初のブロックである必要があります。ファイルは暗号化

または暗号化されず、PKCS # 8形式および PEMエンコードされている場合があります。ファイル
が暗号化されている場合は、[パスフレーズ (パスフレーズ)]フィールドにパスワードを入力して復
号化します。

•次の要素は、PEMエンコードされた x.509形式で証明書を発行した中間認証局の証明書である必要
があります。

•インフラストラクチャで使用するのと同じ数の中間証明書を含めることができます。ルート認証局
の証明書は含めないでください。サーバ証明書は、ファイルの最後のブロックです。プライベート

認証局を使用する場合は、すべてのクライアントにルート証明書を配布する必要があります。

すべての証明書を1つのファイルにまとめてアップロードします。1つの証明書をアップロードしてから、
後で中間証明書を追加することはできません。中間証明書を使用する認証局を使用していて、中間証明

書がクライアントに配布されていない場合は、中間証明書をアップロードできます。中間証明書をアッ

プロードすると、証明書の警告が発生しなくなります。

PKCS # 12ファイルには、p12拡張子が必要で、証明書と、オプションで秘密キーを含める必要がありま
す。

ステップ 7 [アップロード（Upload）]を選択します。

[アップロード ( Upload)]を選択すると、証明書が有効かどうかがシステムによって決定されます。証明
書は、次の理由で無効にすることができます。

•証明書ファイルが有効な証明書ファイルではありません。

•選択した証明書ファイルの有効期限が切れています。

•公開キーは、少なくとも2048ビットである必要があります。

•証明書内のサーバドメインがサイトの URLと一致しません。

•システムによって自動的に生成された秘密キーは、証明書と互換性がありません。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が無効な場合、アップロードすることはできませ

ん。続行するには、有効な証明書を選択してください。

ステップ 8 （任意） [パスフレーズ（Passphrase）]を入力します。

PKCS12アーカイブまたは暗号化された秘密キーを復号化するにはパスフレーズが必要です (アップロー
ドされている場合は、pemファイルに秘密キーが含まれています)。

ステップ 9 [続行（Continue）]を選択します。

システムによってSSL証明書がインポートされ、証明書ファイルのダイアログボックスに表示されます。
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ステップ 10 [ SSL証明書 (SSL Certificate )]ページで [続行 (Continue )]を選択し、インポートを完了します。

ステップ 11 [完了（Done）]を選択します。

ステップ 12 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされま
す。DNS解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

SSO IdP証明書のインポート

マルチデータセンター (MDC)システムで署名された認証要求を使用してサービスプロバイダー
が開始したシングルサインオン (SSO)の場合、各データセンターから Idプロバイダー (IdP)に
証明書をインポートする必要があります。証明書は、Base-64でエンコードされた X.509形式
のトークン署名証明書である必要があります。(Cisco Webex Meeting Serverは、その秘密キー
を使用してアサーションを復号化することはできません)。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [SSO IdP証明書（SSO IdPCertificate）]を選択します。

ステップ 3 [参照 (Browse )]を選択し、SSO IdP証明書を選択します。

ステップ 4 [アップロード（Upload）]を選択します。

証明書ファイルが表示されます。

ステップ 5 [完了 (Done )]を選択して証明書を送信します。

SMTP証明書のインポート

ローカルコンピュータから CWMSシステムに SMTP証明書をインポートします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。
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ステップ 2 [設定（Settings）]> [セキュリティ（Security）]> [証明書（Certificates）]> [セータセンター（datacenter）]>
[SMTP証明書（SMTP Certificate）] > [証明書をインポート（Import Certificate）]を選択します。

ステップ 3 [参照（Browse）]を選択して、SMTP証明書を選択します。

ステップ 4 [アップロード（Upload）]を選択します。

証明書ファイルが表示されます。

ステップ 5 システムがメンテナンスモードになっていない場合は、[続行（Continue）]を選択してメンテナンスモー
ドに入ります。

ステップ 6 [完了 (Done )]を選択して証明書を送信します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

ステップ 8 [続行（Continue）]を選択します。
システムが再起動されます。

セキュアな電話会議証明書のインポート

セキュアな電話会議証明書は、TLS会議が有効になっている場合にのみ必要です。TLS会議が
有効になっていない場合、このオプションは使用できません。

始める前に

音声設定で転送タイプとして TLSが選択されている場合、CUCMサーバにはセキュアな電話
会議証明書が必要です。詳細については、音声設定（21ページ）を参照してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中

断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャッ
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トダウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、
会議の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [ Settings ] [> Security > Certificates]を選択します。

セキュアな電話会議証明書のセクションには、次の2つのメッセージのいずれかが表示されます。

• TLS電話会議が有効になっていないため、このシステムではセキュアな電話会議証明書は必要あり
ません。

• CUCMセキュア会議証明書は、このシステムで有効になっている TLS電話会議に必要です。

セキュアな電話会議証明書が必要な場合は、設定する必要がある各 CUCMサーバの [証明書のインポー
ト (Import Certificate )]ボタンが表示されます。

ステップ 4 CUCM nに [証明書のインポート（Import Certificate）]を選択します。

セキュアな電話会議証明書のページが表示されます。

ステップ 5 証明書名を入力します。

ステップ 6 [参照（Browse）]を選択して、証明書ファイルを選択します。

CUCMが自己署名証明書を使用している場合は、CallManagerpemファイルを使用します。CUCM
がサードパーティの証明書を使用している場合は、ルート認証局 (CA)証明書を使用します。
ローカルハードドライブにCUCM証明書をダウンロードする方法の詳細については、『プラン
ニングガイド』の「CUCM証明書のダウンロード」を参照してください。

（注）

ステップ 7 [アップロード（Upload）]を選択します。

[アップロード ( Upload)]を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを判断します。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が無効な場合、アップロードすることはできませ

ん。続行するには、有効な証明書を選択する必要があります。

ステップ 8 [続行（Continue）]を選択します。

システムによって SSL証明書がインポートされ、スクロール可能な証明書ファイルのダイアログボック
スに表示されます。SSL証明書をインポートしたことが通知されます。

ステップ 9 [完了（Done）]を選択します。

ステップ 10 ステップ4に戻り、次の CUCMサーバに対してこのプロセスを繰り返します。

ステップ 11 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされま
す。DNS解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。
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データセンターのミーティングサービスが復元されます。

ユーザセッションセキュリティの設定

自動的にサインアウトさせられるまでにセッションが非アクティブ状態でいられる時間を設定

できます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [ユーザセッション（User Sessions）]に移動します。

ステップ 3 [ユーザセッション（User Sessions）]ページのフィールドを入力して、Webページの有効期限の時間を設
定します。

説明オプション

ユーザが自動的にサインアウトさせられるまでの日数、時間数、

および分数を設定します。

ウェブページの有効期間

デフォルト：1時間 30分。

ユーザが自動的にサインアウトさせられるまでの日数、時間数、

および分数を設定します。

モバイルまたは生産性向上ツールの有効

期限 (SSO)

デフォルト：14日

このフィールドは、SSOが設定されている場合にのみ
表示されます。

（注）

同じ種類のユーザセッションの数を設定すると、ユーザは任意

の時間に開始するか、[無制限（Unlimited）]を選択できます。
ユーザの同時セッション数

（Simultaneous user sessions）

管理者セッションの最大数を設定すると、ユーザは任意の時間

に開くか、[無制限（Unlimited）]を選択できます。
管理者の同時セッション数

（Simultaneous administrator sessions）

このオプションを選択すると、ユーザのサインイン元の IPアド
レスと、失敗したサインインの回数が表示されます。デフォル

ト：オン。

重要なサインイン情報の表示（Display
important sign-in information）

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。
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証明書の取消確認

有効にすると、認証局のサーバにアクセスできない場合や、証明書が失効している場合に、警

告が表示されます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書失効チェック（CertificateRevocationChecking）]
の順に選択します。

ステップ 3 証明書失効チェックの有効化または無効化

有効にした場合：認証局のサーバにアクセスできない場合や、証明書が失効しているときに、警告が表示

されます。

無効にした場合、サーバ－の証明書が失効しているか、または証明機関のサーバにアクセスできないとき
に、警告が表示されません。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

機密情報の暗号化

この機能により、Cisco Webex Meetings Serverとクライアントアプリケーション間で共有され
る機密情報をより強力に暗号化できます。この機能を有効にすると、機密情報の古い暗号化を

ブロックしたり、古い暗号化と新しい暗号化の両方を許可したりすることができます。

ミーティングコンテンツの暗号化

Cisco Webex Meetings Serverとユーザ間のミーティングコンテンツを暗号化できます。

クライアントアプリケーションは、この機能に対応している必要があります。旧バージョンの

クライアントアプリケーションは、後方互換性のある Cisco Webex Meetings Serverに引き続き
接続できます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [機密情報の暗号化（Encrypt Sensitive Information）]を
選択します。

ステップ 3 Cisco Webex Meetings Serverとユーザ間のミーティングコンテンツの暗号化を選択します。

このオプションを有効にした場合、無効にすることはできません。重要

各種設定項目の設定

92

各種設定項目の設定

証明書の取消確認



ステップ 4 操作を続行することを確定します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

暗号化されていないミーティングコンテンツをブロックする

Cisco Webex Meetings Serverとユーザとの間で、暗号化されていないミーティングコンテンツ
をブロックすることができます。このオプションはいつでも無効にすることができます。

このオプションを有効にする場合は、すべてのデータセンターがメンテナンスモードで同期さ

れます。

このオプションを有効にすると、古いクライアントアプリケーションは Cisco Webex Meetings
Serverに接続できなくなります。

重要

始める前に

CiscoWebexMeetings Serverとユーザ間のミーティングコンテンツの暗号化を有効にする必要
があります。それ以外の場合は、暗号化されていないミーティングコンテンツをブロックする

オプションが淡色表示になります。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [機密情報の暗号化（Encrypt Sensitive Information）]を
選択します。

ステップ 3 Cisco Webex Meetings Serverとユーザとの間で、暗号化されていないミーティングコンテンツをブロック
を選択します。

Jabberバージョン 11.5以前の、この機能を有効にすると、Jabberクライアントは次のエラーを表示します
「Webexミーティングは利用できません。ミーティングを開始できません。エラーコード：47」ミーティ
ングルームが起動しません。ただし、このミーティングは CWMSに作成されます。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 [続行（Continue）]を選択して、システムをメンテナンスモードに移行します。

すべてのアクティブなデータセンターでメンテナンスモードをオンにすると、会議アクティビティがシャッ

トダウンします。ユーザはWebexサイトへのサインイン、ミーティングのスケジュール、ミーティングへ
の参加、ミーティング録音の再生を行うことができなくなります。このデータセンターがマルチデータセ

ンター（MDC）システムの一部である場合は、進行中の会議がアクティブなデータセンターにフェール
オーバーします。フェールオーバーにより、アクティブなミーティングで短時間の中断が発生する場合が

あります。

ステップ 6 メンテナンスモードをオフにします。
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

URL（ショートリンク）からの安全でないデータの削除

安全でないデータの除去が有効になっている場合、リンクでは短い URL（1つの UUIDパラ
メータ）だけが使用されます。ミーティング、録音、およびユーザのリンクではすべて、短い

URLのみが使用できます。

•会議に参加

•ミーティングへの招待

•会議の開始

•ミーティング情報

•パスワードの変更

•記録の再生

•録音の共有

•パスワードの作成

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [ショートリンク（Short Link）]を選択します

ステップ 3 （任意） [すべての長い URLリンクをブロック（Block all long URL links）]を選択します。

長い URLはすべて、それがいつ発信されたかに関係なくブロックされます。

この機能は、一度有効にすると、無効にすることはできません。

安全でないデータを含む、ミーティングリンクの長いURLはすべて無効になります。ユーザは、このパラ
メータを有効にする前にスケジュールしていたミーティングを更新して、短いURLの要件に準拠すること
で URLがシステムによって渡されるようにする必要があります。
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ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

フェデレーションシングルサインオン (SSO)設定の構成

CWMSシステムは、業界標準の Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0プロトコルに基
づくシングルサインオン (SSO)システムをサポートしています。

SSOを使用すると、クライアントはオンプレミスの SSOシステムを使用して、CWMSシステ
ムの管理を簡素化することができます。SSOを使用すると、ユーザは社内サインインクレデン
シャルを使用してシステムに安全にサインインします。また、ユーザがサインインしようとし

たときにユーザアカウントを作成または管理するようにSSOを設定することもできます。ユー
ザログインクレデンシャルはシスコに送信されず、企業のサインイン情報を保護します。

SSOを有効にすると、ユーザのログイン設定が上書きされます。SSOを有効にする前に、ユー
ザに通知してください。

既存のユーザの電子メールアドレスを変更した後、そのユーザは、Exchange server、Outlook、
および CWMSサーバが、変更された電子メールを使用してそのユーザがホストしている代理
(プロキシ)ユーザによって会議をスケジュールする前に、そのユーザが同期するまで待機する
必要があります。また、最近変更された電子メールアドレスを持つ代替ホストをスケジュール

しようとすると、失敗します。Outlookのアドレス帳は、Exchangeサーバと1日1回同期されま
す。Exchangeサーバで電子メールアドレスが変更された場合、その変更はOutlookにすぐには
反映されません。同期の前に、ユーザが変更された電子メールアドレスを持つユーザに対して

会議をスケジュールしようとした場合、または代替ホストとして識別しようとした場合、シス

テムは古い電子メールアドレスを受信し、ユーザが見つからないという通知を発行します。シ

ステムを手動で同期しても、この問題は解決されません。これは CWMSの問題ではなく、
Outlookと Exchangeの設計の結果であることに注意してください。

SSOの設定は複雑な操作になる可能性があります。続行する前に、シスコチャネルパートナー
またはシスコアドバンスドサービスに連絡することを強く推奨します。

（注）

始める前に

•公開キーと秘密キーのセットを生成し、公開キーを含む x.509証明書を生成して、の説明
に証明書の管理（76ページ）従ってアップロードします。

SSOを有効にすると、認証システムによってユーザクレデンシャ
ルが管理されます。特定のパスワード管理機能がユーザに適用さ

れなくなりました。詳細については、「パスワードの設定（43
ページ）」および「ユーザの編集」を参照してください。

（注）

•この機能を使用するには、SSO IdP証明書を設定します。詳細については、SSO IdP証明
書のインポート（88ページ）を参照してください。
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ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書（Certificates）] > [フェデレーテッド SSO
（Federated SSO）]を選択します。

ステップ 3 前提条件の説明に従って公開キーと秘密キーおよび x.509証明書を生成したら、[続行 (Continue)]を選択し
ます。

ステップ 4 開始方法を選択します。

• SP (サービスプロバイダー)が開始:ユーザはサービスプロバイダーへのリンクを選択し、認証のため
に idプロバイダーに一時的にリダイレクトされます。ユーザは、最初に要求された場所からリンクに
戻されます。

• IdP (Idプロバイダー)開始:ユーザは idプロバイダーから開始し、ログインしてから、サービスプロバ
イダーのランディングページにリダイレクトされます。

ステップ 5 フィールドに入力し、[ SSO設定 (SSO Configuration )]ページでオプションを選択します。

IdPのフィールドに入力するには、IdPの設定ファイルを参照してください。[ IdP Certificate ]リ
ンクを選択します。

（注）

説明フィールド

サービスプロバイダーが開始したサインインの場合

は、このオプションを選択します。

SP（サービスプロバイダー）開始済み（SP (Service
Provider) Initiated）

このオプションを選択すると、AuthnRequestメッセー
ジがサービスプロバイダーの秘密キーによって署名

されている必要があります。

エクスポートした SAMLメタデータファ
イルにサイトの SSL証明書を含める場合
は、このオプションを選択する必要があり

ます。

（注）

AuthnRequest署名済み

処理のための認証要求を受信する IdPの SAML 2.0
実装 URL。

このフィールドは、 Authnrequest署名が
選択されている場合にのみ表示されます。

（注）

送信先

Idプロバイダーが開始したサインインの場合は、こ
のオプションを選択します。

IdP (Idプロバイダー)が開始されました
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説明フィールド

SSOが成功すると、システムはこの URLにリダイ
レクトされます。

デフォルト：[ターゲット（TARGET）]

IdPによって開始されるシステムでは、
URLは次の形式の複合 URLである必要が
あります。サービスログイン URL、「?」
または「&」、ターゲットページの URL
パラメータ、「=」 (存在しない場合)、お
よびターゲット URL。

（注）

ターゲットページの URLパラメータ名

IdPに設定されている SP IDと同じものを入力しま
す。SAML2プロトコルを参照します。

SAML発行元（SP ID）（SAML issuer (SP ID)）

IdPに設定されているものと同じ IDを入力します。
SAML2プロトコルを参照してください。

SAML (IdP ID)の発行元

IdPの SAML2のアサーション消費 URL。顧客 SSOサービスのログイン URL

IdPで設定したものと同じ NameID形式を選択しま
す。NameIDは、CiscoWebexからアサーションおよ
びシングルログアウト要求でユーザ IDを送信する
形式です。ガイダンスについては、SAMLプロトコ
ルを参照してください。

電子メールアドレスは NameIDとして設定すること
をお勧めします。これにより、システムの電子メー

ルアドレスに基づいてアカウントをすでに設定して

いるエンドユーザに対してSSOを簡単に使用できる
ようになります。

他のNameID形式の使用はサポートされていますが、
推奨されていません。電子メールアドレス以外の形

式を使用すると、SSOが無効になっている場合、
ユーザはWebexサイトにサインインできなくなりま
す。

デフォルト：[指定なし（Unspecified）]

NameID形式

IdPで設定されている値を入力します。
AuthnContextClassRefは、Authnprojectメッセージに
表示される値です。

デフォルト: urn: oasis: names: TC: SAML: 2.0: ac:
classes:未指定

AuthnContextClassRef
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説明フィールド

SSOが成功すると、システムはこの URLにリダイ
レクトされます。デフォルトのページは、通常のサ

インインと同じ Cisco Webexミーティングページで
す。

デフォルトのWebexターゲットページの URL

SSOが成功しない場合、システムはこの URLにリ
ダイレクトします。デフォルトでは、エラーページ

は Cisco Webexの一般的なエラーページです。

顧客 SSOエラー URL

このオプションは、SAML2プロトコルによって定
義されたシングルログアウトを有効にします。[SSO]
オプションを選択し、シングルログアウトオプショ

ンを選択していない場合、[サインアウト (sign out)]
オプションはエンドユーザページに表示されませ

ん。

ADFS2.0の場合は、このオプションを選択解除しま
す。

IdPが開始したSLOは、このバージョンで
はサポートされていません。

（注）

シングルログアウト（Single logout）

IdPの SAML2のアサーション消費 URLを入力しま
す。

顧客 SSOサービスのログアウト URL

このオプションは、シングルログアウトが

選択されている場合にのみ表示されます。

（注）

Cisco Webexアカウントがないユーザはサインイン
できません。このオプションを選択すると、新しい

ユーザがサインインを試行したときに、アカウント

が自動的に作成されます。

アカウントの自動作成（Auto account creation）

このオプションを選択すると、Cisco Webexの現在
のデータよりも新しいユーザ情報を持つ SAML2ア
サーションに「updateTimeStamp」がある場合に、
ユーザ情報が更新されます。

アカウントの自動更新
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説明フィールド

ドメインサフィックスのないユーザを認証するに

は、このオプションを選択します。[REMOVEUID
domain suffix For Active DIRECTORY UPN ]オプ
ションは、次の場合に機能します。

• NameId形式は電子メールで、UID形式は X509
のサブジェクト名またはユーザプリンシパル名

(UPN)です。

• NameId形式は、X509のサブジェクト名または
UPNです。

Active Directory UPNの UIDドメインサフィックス
の削除

選択すると、すべてのホストに、会議へのアクセス

を SSO認証ユーザまたは SSO認証ユーザおよび招
待ユーザに制限するオプションが与えられます。

会議室の [ユーザとゲスト (users and guests)]の横に
表示されるタグを入力します。

変数タグは、次の目的で使用されるプレー

スホルダです。

（注）

参加者の SSO認証

認証されたユーザのタグ。

認証されていないユーザのタグ。

Webから参加する参加者のSSO認証を必要とする電
子メールドメインを入力します。

認証済み電子メールドメイン（Authenticated Email
Domains）

ステップ 6 [ ENABLE SSO]を選択します。

[SSO設定の確認（Review SSO Settings）]ページが表示されます。設定を確認し、[保存 (Save)]を選択しま
す。

SSOの無効化

始める前に

SSOを無効にすると、ユーザが会社のクレデンシャルでサインインする機能が無効になりま
す。SSOを無効にしていることと、引き続き Cisco Webex資格情報でサインインできることを
ユーザに伝えてください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [フェデレーテッド SSO（Federated SSO）]を選択しま
す。
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ステップ 3 「SSOを無効にする場合は、ここをクリックしてください（If you would like to disable SSO please click
here）」という文を見つけます。[ここをクリック（click here）]リンクを選択します。

ステップ 4 [SSOを無効にする（Disable SSO）]を選択して確認します。

[フェデレーテッドSSO（FederatedSSO）]ページが表示され、SSOを無効にしていることを確認するバナー
が表示されます。

仮想マシンのセキュリティの設定

仮想マシンのセキュリティ機能には、暗号キーを更新し、FIPS準拠の暗号化を有効または無効
にする機能が含まれています。

暗号キーの更新

Cisco Webex Meetings Serverは、内部生成された暗号キーを使用して、システム上の仮想マシ
ン間のすべての通信を保護します。この機能を使用して、暗号キーを定期的に更新します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

ステップ 4 [暗号キーを更新（Update Encryption Keys）]を選択します。

ステップ 5 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。
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FIPSについて
連邦情報処理標準（FIPS）140は、暗号モジュールのセキュリティ要件を規定する米国および
カナダ政府の基準です。暗号モジュールは、「承認済みのセキュリティ機能（暗号アルゴリズ

ムとキー生成を含む）を実装し、暗号境界内に含まれるハードウェア、ソフトウェア、または

ファームウェアのセット」です。暗号化モジュールは検証されています。

FIPS 140要件

非常に高いレベルで、FIPS 140要件は次のモジュール特性に適用されます。

• FIPS承認アルゴリズムの実装

•主要なライフサイクルの特定の管理

•承認されたランダム番号の生成

•暗号化アルゴリズム、イメージの整合性、および暗号乱数ジェネレーター（RNG）の自己
テスト

Cisco Webex Meetings Serverは CiscoSSL 2.0を使用して、FIPS 140-2 Level 2の準拠を達成しま
す。

FIPSが有効の場合

FIPSを有効にすると、人気のあるWebブラウザやオペレーティングシステムとの互換性が低
下する可能性があります。現象には、404エラー、システムへのログインおよびミーティング
の開始と参加の問題が含まれますが、それに限りません。

次のアクションがあることが推奨されます。

• Windows PCでWindows 7以降が実行されていることを確認します。

•実際に使用されているブラウザ（Internet Explorer、Mozilla Firefox、またはGoogleChrome）
に関係なく、すべてのWindowsコンピューターをMicrosoft Internet Explorer 11に更新しま
す。Internet Explorer 11はすべてのコンピューターに必要です。FIPS対応クライアント
（Cisco Webex Meetings、生産性向上ツール、およびWebex録音プレーヤー）は、Internet
Explorer 11で使用可能な FIPS対応システムライブラリを使用します。

•すべてのコンピュータのインターネット設定を設定して、TLS暗号化を使用します。[コ
ントロールパネル（Control Panel）]> [インターネットオプション（InternetOptions）]>
[詳細（Advanced）] > [セキュリティ（Security）] > [TLS 1.2の使用（Use TLS 1.2）]の順
に開きます。

これらの手順は、ゲストの参加者（たとえば、会社に勤務していない人物）に適用されます。

これらの手順を実行しないと、互換性の問題が発生する場合があります。これらの手順を、会

議の招待状に含めることを推奨します。[設定（Settings）] > [電子メール（Email）] > [テンプ
レート（Templates）]で、管理サイトで使用可能な適切なミーティングの招待を編集すること
によって、これを行うことができます。。
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FIPS準拠の暗号化の有効化

この機能を使用して、連邦情報処理標準 (FIPS)に準拠した暗号化の設定を有効にします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [セキュリティ（Security）] > [設定（Settings）] > [仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

ステップ 4 FIPS準拠の暗号化を有効にし、確認を続行するには、[有効 (enable )]を選択します。

システムで FIPS準拠の暗号化が設定されている。

ステップ 5 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

FIPS準拠の暗号化の無効化

この機能を使用して、連邦情報処理標準（FIPS）に準拠した暗号化を無効にします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断
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が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 [セキュリティ（Security）] > [設定（Settings）] > [仮想マシン（Virtual Machines）]を選択します。

ステップ 4 [無効化（Disable）]を選択して FIPSに準拠した暗号化を無効にし、[続行（Continue）]を選択して確認し
ます。

システムで FIPS準拠の暗号化が無効化されます。

ステップ 5 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

セキュリティサインイン警告メッセージのアップロード

ユーザがサイトにログインする前にセキュリティメッセージを読んで契約に同意する必要があ

るセキュアサイトについては、警告テキストを記載したファイルをアップロードします。

サインインの警告メッセージを削除するには、セキュリティサインイン警告の設定（106ペー
ジ）に移動します。

始める前に

ユーザがWebexの共通サイトまたは管理サイトにサインインしようとすると表示される警告
を記載したテキストファイル（.txt）を作成します。このテキストファイルでは、UTF-8の文
字とエンコードを使用する必要があります。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [ログイン警告（Sign-in Warning）]を選択します。

ステップ 3 [参照（Browse）]とテキストファイルを選択して、アップロードします。

ステップ 4 [アップロード（Upload）]を選択します。
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当該のファイルがアップロードされ、すぐにすべてのサインインページに表示されます。

アプリケーション監査ログの設定

サイトでシステムの変更に関する監査情報を保存する必要がある場合は、アプリケーション監

査ログの設定を選択します。

ユーザが監査者として識別されると、ミーティングのロギング設定とロギング設定オプション

が表示されます。これは、監査者のみが設定できます。監査者ロールを持つユーザがシステム

にない場合は、ミーティングのロギング設定とロギング設定オプションが表示され、システム

管理者、SSO管理者、または LDAP管理者が設定できます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [アプリケーション監査ログ（ApplicationAudit Log）]
を選択します。

管理アプリケーション用の admin_audit.logとエンドユーザアプリケーション用の end_user_audit.log

の 2つのファイルがシステムに生成されます。

ステップ 3 [ミーティング監査ログの有効化（EnableMeetingAuditLogs）]を選択して、ミーティングのログを有効
にします。

このパラメータを変更するには、システムをメンテナンスモードにする必要があります。監査人は、シ

ステムをメンテナンスモードにする権限がありません。監査人は、管理者に連絡して、システムをメン

テナンスモードにするように依頼してください。

ミーティング監査ログを有効にすると、会議室でのアクションがシステム上の独立した監査ログに記録

されます。メッセージは、syslogメカニズムを使用してファイル /var/log/conference_audit.logに記録され
ます。

アクションには次のものがあります。

•すべての参加者の入室時刻および退室時刻と、ユーザ名、ID、クライアント IPなどの情報。

•参加者によって実行されたアクティビティ（例：デスクトップの共有、アプリケーションの共有、
主催者またはプレゼンタの再割り当て、録音の開始や停止）。

ステップ 4 監査ログの作成を有効にするには、[監査ログの有効化（Enable Audit Log）]を選択します。

管理アプリケーションの監査ログには、CWMSシステムの状態を変更したアクション、管理者の認証、
設定の変更、管理者が実行したアクション（例：ユーザのインポート）などが記録されます（一般的な

アプリケーションエラーは記録されません）。
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エンドユーザアプリケーションにはユーザ認証、プロファイル、ミーティングの変更などに関する情報

があります。

リモート Syslogサーバがある場合は、監査ログがバックアップされます。すべての監査ログは、選択し
たリモート Syslogイベントレベルに関係なく、リモート Syslogサーバに同期されます。

ステップ 5 アプリケーション syslog情報をリモート syslogサーバにバックアップするには、[プライマリリモート
Syslogサーバ（Primary Remote Syslog Server）]のパラメータを入力します。

[リモート Syslogイベントレベル（Remote Syslog Event Level）]メニューのイベントは、重要度の順に表
示されます。

a) システムで、アプリケーション syslog情報をリモート syslogサーバにバックアップする場合は、IPv4
アドレスとポート番号を入力します。

b) プロトコルを選択します。
c) [リモート Syslogイベントレベル（Remote Syslog Event Level）]を選択します。

イベントレベルを選択すると、それより下位にあるレベルも選択されます。たとえば、エラーイベ

ントレベルを選択すると、システムは「エラー」「重大」「アラート」「緊急」のイベントをキャ

プチャします。

レベルは、それらのメッセージの重大度とオペレーティングシステムのログにのみ影響します。

デフォルトのイベントレベルは「緊急」です。監査人ビューには、ログパーティションのアラーム

も表示されます。

このイベントレベルは、OSログなど、syslogによって同期された他のすべてのログに影響します。
監査ログはファイルとして同期されます。レベルのフィルタはありません。どのイベントレベルが

設定されているかに関係なく、すべてのログが同期されます。

リモート Syslogサーバは、監査ログだけに使用されるのではなく、すべての syslogに使用
されます。これらのログは、システムの正常性を監視するためのものではありません。

（注）

ステップ 6 （任意）アプリケーション syslog情報をセカンダリリモート syslogサーバにバックアップするには、[セ
カンダリリモート Syslogサーバ（Secondary Remote Syslog Server）]のパラメータを入力します。

ステップ 7 （任意）古いログのアーカイブを削除するには、[ログの消去設定（Log Purging Settings）]で以前のロ
グアーカイブを消去する日付を選択し、[ログアーカイブの消去（Purge log Archive）]を選択します。

ステップ 8 スライドバーを動かして、[ログパーティションの空き領域の最小割合（Minimumpercentage of free space
on the log partition）]を設定します。

ロギングサービス用のこのパラメータは、選択したパーセンテージの空き容量がログパーティション上

にあるかどうかを確認するためのものです。デフォルトは 20 %です。

監査人が [監査人 (Auditor)]タブからこのウィンドウにアクセスすると、ログパーティションアラーム
（Log Partition Alarm）の設定が表示されます。

ステップ 9 [ログのアーカイブを選択した日数まで保管する（Retain log archives for nomore than the selected number
of days）]を設定します。

デフォルトは 40日です。
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ステップ 10 [保存（Save）]を選択します。

次のタスク

アラームしきい値の設定の詳細については、アラームの表示および編集を参照してください。

セキュリティサインイン警告の設定

セキュリティサインイン警告により、[共通Webexサイト (Common Webex site)]、[管理Webex
サイト (AdministrationWebex site)]、および [CLIサインイン (CLI sign-in)]ページに警告メッセー
ジが表示されます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [セキュリティ（Security）] > [ログイン警告（Sign-in Warning）]を選択します。

ステップ 3 メッセージを参照し、[アップロード（Upload）]か [メッセージの削除（Remove Message）]を選択しま
す。

メッセージファイルがシステムに追加されてサインインページに表示されるか、またはメッセージファイ

ルがシステムから削除されてサインインページに表示されなくなります。
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