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章

Cisco WebEx Meetings の概要
Cisco WebEx Meetings には、連絡先や同僚との効率的な共同作業を支援するツールがあります。
以下に、実行可能な主な内容を示します。
• [今すぐミーティング（Meet Now）] を選択して、インスタント ミーティングを開始する。
• [スケジュール（Schedule）] を選択して、ミーティングをスケジュールする。
• 招待の電子メール メッセージまたは WebEx サイトの [ミーティング（Meetings）] ページか
らミーティングに参加する。
• [記録（Recordings）] を選択して、ミーティング記録を検索する。
• WebEx Productivity Tool を使用する。このツールを使用すると、WebEx サイトを使用するこ
となく、Microsoft Outlook や WebEx Assistant からミーティングのスケジュール、開始、参
加が可能です。
アカウントを有効化したときに Productivity Tool をダウンロードしなかった場合は、WebEx
サイトの右上にある [ダウンロード（Downloads）] を選択して、ページからダウンロードし
ます。
考えられる最高の会議エクスペリエンスを保証するために、お気に入りの Web ブラウザに
対応した Java ソフトウェアの最新リリースをダウンロードします。詳細については、管理
者にお問い合わせください。
• お使いのコンピュータから離れているときは、iPhone や iPad からミーティングのスケジュー
ル、開始、参加が可能です。詳細については、よく寄せられる質問（FAQ）の「Apple iPhone
and iPad」のセクションを参照してください。
• お使いのコンピュータから離れているときは、Apple または Android のモバイル デバイスか
らミーティングのスケジュール、開始、参加が可能です。詳細については、http://
www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12732/products_user_guide_list.html のよく寄せられる
質問（FAQ）の「Cisco WebEx for Mobile Devices」のセクションを参照してください。
• お使いのコンピュータから離れているときは、Apple または Android のモバイル デバイスか
らミーティングのスケジュール、開始、参加が可能です。詳細については、「よく寄せら
れる質問（FAQ）」のセクションを参照してください。
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• Apple または Android モバイル デバイスを使用し、ボタンをタッチして、PCN ミーティング
およびブラストダイヤル ミーティングに参加する。必要に応じて、Web 会議に参加するこ
とができます。

（注）

お使いのブラウザで Cookie が有効になっていることを確認します。ブラウザで Cookie が無効
になっている場合、WebEx サイトにサインインできません。

• ライセンス情報, 2 ページ
• インスタント ミーティングの設定の指定, 2 ページ
• ユーザ アカウント情報の更新, 3 ページ

ライセンス情報
• サードパーティのライセンスと通知（無料ソフトウェアとオープンソース ソフトウェアを含
む）
• エンドユーザ ライセンス契約書
• 補足エンドユーザ ライセンス契約書

インスタント ミーティングの設定の指定
インスタント ミーティングは、事前にスケジュールすることなくすぐに開始できる会議です。こ
のタスクを完了して、デフォルトのインスタント ミーティング設定を指定します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

右上隅の [マイアカウント（My Account）] を選択します。

ステップ 3

[今すぐミーティング設定（Meet Now Settings）] セクションに移動します。

ステップ 4

要求される情報を入力します。
（注）
パスワードを入力する場合、ユーザは、インスタント ミーティングに参加するたびに
このパスワードを入力する必要があります。

ステップ 5

[アップデート（Update）] を選択します。
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関連トピック
Cisco WebEx Meetings の概要, （1 ページ）

ユーザ アカウント情報の更新
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

右上の [マイアカウント（My Account）] を選択します。
[マイアカウント（My Account）] ページが表示されます。

ステップ 3

次の注意事項に留意して、要求される情報を入力します。
• 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。
• システムが LDAP 認証用に設定されている場合は、姓または名を変更できません。
• システムがシングル サインオン（SSO）、LDAP 認証、または手動プロファイル用に設定さ
れている場合は、電子メール アドレスを変更できません。
• システムが SSO 用に設定されている場合は、パスワードを変更できません。
• システムがシングル サインオン（SSO）、LDAP 認証、または手動プロファイル用に設定さ
れている場合は、フルネームまたは電子メール アドレスを変更できません。
• [今すぐミーティング（Meet Now）] の設定により、インスタント ミーティングを開始すると
きのデフォルト設定が決定されます。
• システム設定に関する詳細情報が必要な場合は、管理者に連絡してください。

ステップ 4

完了したら、[更新（Update）] を選択します。
（注）
[マイアカウント（My Account）] ページをクリックして終了する前に [更新（Update）]
を選択するようにしてください。これをしない場合、更新内容はすべて失われます。

関連トピック
Cisco WebEx Meetings の概要, （1 ページ）
ミーティングの入室音と退室音の変更, （25 ページ）
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WebEx Assistant へのサインイン
WebEx Assistant を使用して、ミーティングを迅速に開始またはスケジュールし、Cisco WebEx サ
イトにアクセスすることなく WebEx アカウントの設定を行ったり、変更したりできます。
• WebEx Assistant へのサインイン, 5 ページ
• シングル サインオンを使用した WebEx Assistant へのサインイン, 7 ページ
• LDAP を使用した WebEx Assistant へのサインイン, 8 ページ
• サイトの切り替え, 9 ページ
• WebEx Assistant を使用したインスタント ミーティングの開始, 10 ページ
• WebEx Assistant を使用したミーティングのスケジュール, 11 ページ
• WebEx Assistant を使用したパーソナル会議ミーティングのスケジュール, 12 ページ
• WebEx Productivity Tool のインストール, 13 ページ
• WebEx Productivity Tool のセットアップ, 14 ページ
• WebEx Productivity Tool のアンインストール, 15 ページ

WebEx Assistant へのサインイン
はじめる前に
WebEx Productivity Tool がインストールされていることを確認します。このアプリケーションは、
管理者から「プッシュ」されている可能性があります。プッシュされていない場合は、WebEx サ
イトのダウンロード ページからダウンロードできます。
Productivity Tool のダウンロード ページには、Productivity Tool にサインインするための手順も表
示されます。WebEx Assistant へのサインインに必要となるため、URL を書き留めておいてくださ
い。
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手順
ステップ 1

スタート メニューから、[プログラム（Programs）] > [WebEx（WebEx）] > [生産性ツール
（Productivity Tools）] > [WebEx アシスタント（WebEx Assistant）] を選択します。
[WebExアシスタント（WebEx Assistant）] ダイアログボックスが表示されます。以前 WebEx Assistant
にサインインしたことがある場合、ダイアログボックスの上部にある [現在のサイト（Current site
is）] フィールドに使用していた WebEx サイトの URL が表示されます。

ステップ 2

（任意） Mozilla Firefox または Google Chrome のブラウザを使用して Cisco WebEx サイトにアク
セスし、生産性ツールをダウンロードする場合、次のいずれかの操作を行います。
• オンプレミスの Cisco WebEx Meetings Server サイトの URL を入力し、[次へ（Next）]を選択
します。
• [クラウドのWebExにサインイン（Sign in to WebEx in the cloud）] を選択し、Cisco WebEx
Meetings や WebEx センター サイトなどのクラウド上の Cisco WebEx サイトにサインインし
ます。

ステップ 3

（任意） [現在のサイト（Current site is）] フィールドの隣にある [鉛筆] アイコンを選択し、別の
WebEx サイトへ切り替えます。新しい WebEx サイトの URL を入力するには、次のいずれかの操
作を行います。
• オンプレミスの Cisco WebEx Meetings Server サイトの URL を入力し、[次へ（Next）] を選択
します。
• [クラウドのWebExにサインイン（Sign in to WebEx in the cloud）] を選択し、Cisco WebEx
Meetings や WebEx センター サイトなどのクラウド上の Cisco WebEx サイトにサインインし
ます。

ステップ 4

WebEx アカウントの電子メール アドレスとパスワードを入力します。
• LDAP Cisco WebEx サイトの場合は、会社の電子メール アドレスとパスワードを入力します。
• シングル サインオン（SSO）Cisco WebEx サイトの場合は、ユーザ名とパスワードを入力す
るための会社のサインイン ダイアログが表示されます。

ステップ 5

（任意） サインイン クレデンシャルをシステムに記憶させるには、[ユーザを記憶する（Remember
me）] を選択にします。WebEx Assistant にサインインしたままにするには、[自動サインイン
（Automatically sign in）] を選択します。

ステップ 6

[サインイン（Sign In）] を選択します。

ステップ 7

サインインしている WebEx サイトを確認するには、次の手順に従います。
a) タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右クリックして [WebEx 設定...（WebEx
Settings...）] を選択します。
b) [アカウント（Account）] タブを選択します。
サインインしている WebEx サイトが [アカウント情報（Account Information）] セクションに表
示されます。一部の Cisco WebEx サイトでは、[アカウント（Account）] タブから、パスワー
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ドを変更したり、別の Cisco WebEx サイトに切り替えることができます。変更した場合は、[更
新（Refresh）] を選択して、表示される情報を更新します。
ステップ 8

WebEx Assistant からログアウトするには、タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右ク
リックして [ログアウト（Sign Out）] を選択します。

シングル サインオンを使用した WebEx Assistant へのサ
インイン
通常、電子メール アドレスとパスワードを使用して WebEx サイトにサインインします。ただし、
管理者がシングル サインオンの使用を要求する場合（つまり、企業 Web サイトからサインインす
る必要がある場合）は、会社によって提供されている別のサインイン プロセスを使用します。

はじめる前に
WebEx Productivity Tool がインストールされていることを確認します。このアプリケーションは、
管理者から「プッシュ」されている可能性があります。プッシュされていない場合は、WebEx サ
イトのダウンロード ページからダウンロードできます。
Productivity Tool のダウンロード ページには、Productivity Tool にサインインするための手順も表
示されます。WebEx Assistant へのサインインに必要となるため、URL を書き留めておいてくださ
い。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
• [シングル サインオンを使用してサインイン（Sign in using single sign-on）] を選択します。
このオプションが表示されない場合は、WebEx アカウントに関連付けられている電子メール
アドレスを入力します。シングル サインオンを使用できることが検証されると、オプション
が表示されます。
• [コーポレートサイトからサインイン（Sign in using corporate website）] を選択します。

ステップ 2

WebEx サイトの URL を入力します。
企業 Web サイトにリダイレクトされます。

ステップ 3

このページでサインインするために必要な情報を入力します。
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LDAP を使用した WebEx Assistant へのサインイン
Cisco WebEx Meeting サーバ サイトに関して LDAP が有効になっている場合は、会社の電子メー
ル アドレスとパスワードを入力して WebEx Assistant にサインインします。

手順
ステップ 1

スタート メニューから、[プログラム（Programs）] > [WebEx（WebEx）] > [生産性ツール
（Productivity Tools）] > [WebEx アシスタント（WebEx Assistant）] を選択します。
[WebExアシスタント（WebEx Assistant）] ダイアログボックスが表示されます。以前 WebEx Assistant
にサインインしたことがある場合、ダイアログボックスの上部にある [現在のサイト（Current site
is）] フィールドに使用していた WebEx サイトの URL が表示されます。

ステップ 2

（任意） Mozilla Firefox または Google Chrome のブラウザを使用して Cisco WebEx サイトにアク
セスし、生産性ツールをダウンロードする場合、次のいずれかの操作を行います。
• オンプレミスの Cisco WebEx Meetings Server サイトの URL を入力し、[次へ（Next）]を選択
します。
• [クラウドのWebExにサインイン（Sign in to WebEx in the cloud）] を選択し、Cisco WebEx
Meetings や WebEx センター サイトなどのクラウド上の Cisco WebEx サイトにサインインし
ます。

ステップ 3

（任意） [現在のサイト（Current site is）] フィールドの隣にある [鉛筆] アイコンを選択し、別の
WebEx サイトへ切り替えます。新しい WebEx サイトの URL を入力するには、次のいずれかの操
作を行います。
• オンプレミスの Cisco WebEx Meetings Server サイトの URL を入力し、[次へ（Next）] を選択
します。
• [クラウドのWebExにサインイン（Sign in to WebEx in the cloud）] を選択し、Cisco WebEx
Meetings や WebEx センター サイトなどのクラウド上の Cisco WebEx サイトにサインインし
ます。

ステップ 4

会社の電子メール アドレスとパスワードを入力します。

ステップ 5

[サインイン（Sign In）] を選択します。

ステップ 6

サインインしている WebEx サイトを確認するには、次の手順に従います。
a) システム トレイにある WebEx ボール アイコンを右クリックして [WebEx 設定...（WebEx
Settings...）] を選択します。
b) [アカウント（Account）] タブを選択します。
サインインしている WebEx サイトが [アカウント情報（Account Information）] セクションに表
示されます。LDAP サインインでは Cisco WebEx Meeting サーバ サイトのパスワードを変更で
きないことに注意してください。
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サイトの切り替え
このタスクでは、複数の Cisco WebEx サイトを切り替える方法について説明します。

はじめる前に
• サイト切り替え機能を使用するには、少なくとも 1 つの Cisco WebEx Meetings Server サイト
とクラウド内の 1 つの Cisco WebEx サイトでアカウントを持っているか、クラウド内の Cisco
WebEx サイトで複数のアカウントを持っている必要があります。WebEx アカウントはロー
カル アカウントである必要があることに注意してください。
• Cisco WebEx Meetings Server サイトに関して割り当てられている電子メール アドレスとパス
ワードは、クラウド内の少なくとも 1 つの Cisco WebEx サイトと一致している必要がありま
す。
• サイト切り替え機能は、管理者が、クラウド機能を有効にして、ユーザが WebEx Productivity
Tool からクラウド アカウントの Cisco WebEx にサインインできるようにしている場合にのみ
使用できます。

手順
ステップ 1

マルチサイト アカウントを使用して WebEx Assistant にサインインします。
[WebExアシスタント（WebEx Assistant）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右クリックして [サイトの切り替え...（Switch
Site...）] を選択します。
使用可能なサイトが [WebExアシスタント（WebEx Assistant）] ダイアログボックスに表示されま
す。現在使用している Cisco WebEx サイトは、[サインイン済み（Signed in）] として示されます。

ステップ 3

使用するサイトの横にある [サイトの切り替え（Switch Site）] を選択します。
選択したサイトによっては、切り替えを完了するために Microsoft Outlook を一時的に閉じる必要
があります。
（注）

必要に応じて、パスワードを入力してから、[サインイン（Sign in）] を選択してくださ
い。
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WebEx Assistant を使用したインスタント ミーティングの
開始
ヒント

WebEx Assistant にサインインしていれば、タスクバーの WebEx Assistant のアイコンまたは
Microsoft Outlook の WebEx ツールバーから [今すぐミーティング（Meet Now）] を選択してイ
ンスタント ミーティングを開始できます。

はじめる前に
• WebEx Productivity Tool がデスクトップにインストールされていることを確認します。管理
者が WebEx Productivity Tool をデスクトップに設置するようにしているはずです。
• WebEx Assistant へのサインイン
• 各インスタント ミーティングの議題（[議題（What）]）またはパスワード（[今すぐミーティ
ング設定（Meet Now Settings）]）を上書きする場合は、[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダ
イアログボックスの [会議（Meetings）] タブで、[会議の開始時に議題とパスワードを変更す
る（Let me change the meeting topic and password when the meeting starts）] 選択してチェック
ボックスをオンにすることができます。

手順
ステップ 1

タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右クリックして [今すぐミーティング（Meet Now）]
を選択します。
WebEx の設定に応じて、会議固有の情報を要求するダイアログボックスまたは [クイック スター
ト（Quick Start）] ページが表示されます。

ステップ 2

（任意） [WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスで [会議の開始時に議題とパスワー
ドを変更する（Let me change the meeting topic and password when the meeting starts）] チェックボッ
クスをオンにしている場合は、[議題（What）] フィールドに議題を入力し、このインスタント
ミーティングのワンタイム会議パスワードを入力します。その後、[今すぐミーティング（Meet
Now）] を選択します。
[クイック スタート（Quick Start）] ページが表示されます。

ステップ 3

会議の参加者は、次の 2 つの方法で招待できます。
• [今すぐミーティング（Meet Now）] 機能により、出席予定者に転送するための電子メールの
招待状が送信されてきます。
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• [クイック スタート（Quick Start）] ページで [招待と通知（Invite & Remind）] を選択します。
[電子メール（Email）] タブに出席予定者の電子メール アドレスを入力し、[送信（Send）] を
選択します。

WebEx Assistant を使用したミーティングのスケジュール
はじめる前に
• WebEx Productivity Tool がデスクトップにインストールされていることを確認します。管理
者が WebEx Productivity Tool をデスクトップに設置するようにしているはずです。
• WebEx Assistant へのサインイン

手順
ステップ 1

タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右クリックして [ミーティングをスケジュール
（Schedule a Meeting）] を選択します。
Microsoft Outlook のアポイントメント フォームが開きます。Outlook をインストールしていない場
合は、WebEx によって [会議スケジュールの作成（schedule meeting）] ページが表示されます。

ステップ 2

議題、開始と終了の時刻、出席予定者などのミーティングの詳細を入力します。

ステップ 3

WebEx ツールバーから [WebEx ミーティングの追加（Add WebEx Meeting）] を選択します。
[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

（任意） 会議パスワードを含める場合は、[会議情報（Meeting Information）] セクションにパス
ワードを入力します。

ステップ 5

自分の代わりに会議を開始する権限を他のユーザに与える場合は、[代理主催者（Alternate Host）]
タブを選択し、それらのユーザを一覧から選択します。
（注）
所属部門がシングル サインオン（SSO）を採用しており、かつ管理者が主催者代理の電
子メールアドレスを変更した場合、不明な電子メールのアドレスからメッセージを受け
取る可能性があります。Exchange、Outlook、および CWMS 間で日単位の同期が行われ
て新しい電子メール アドレスが反映されるまで、主催者代理に修正された電子メール
アドレスを持つ出席者を指定したり、代理人としてミーティングをスケジュールしたり
することはできません。

ステップ 6

[OK] を選択して、[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスを閉じます。
WebEx の情報は、Microsoft Outlook のアポイントメント フォームに表示されます。

ステップ 7

[送信（Send）] を選択して会議情報を保存し、更新を出席予定者に送信します。
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WebEx Assistant を使用したパーソナル会議ミーティング
のスケジュール
はじめる前に
• WebEx Productivity Tool がデスクトップにインストールされていることを確認します。管理
者が WebEx Productivity Tool をデスクトップに設置するようにしているはずです。
• WebEx Assistant へのサインイン
• パーソナル会議の代理主催者を割り当てることはできません。

手順
ステップ 1

タスクバーにある WebEx Assistant のアイコンを右クリックして [ミーティングをスケジュール
（Schedule a Meeting）] を選択します。
Microsoft Outlook のアポイントメント フォームが開きます。Microsoft Outlook をインストールして
いない場合は、WebEx によって [会議スケジュールの作成（schedule meeting）] ページが表示され
ます。

ステップ 2

議題、開始と終了の時刻、出席予定者などのミーティングの詳細を入力します。

ステップ 3

WebEx ツールバーから [WebEx ミーティングの追加（Add WebEx Meeting）] を選択します。
[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[音声会議（Audio Conference）] タブで、[WebEx Audio] または [パーソナル会議アカウント（Personal
Conference account）] アカウントを選択します。

ステップ 5

（任意） 主催者暗証番号とパーソナル会議アカウントを作成する前にオーディオ接続としてパー
ソナル会議を選択すると、次の操作を行うように求められます。
a) [パーソナル会議アカウントが必要（Personal Conference Account Required）] メッセージ ボック
スで [オーディオ オプションを表示（View Audio Options）] を選択します。[キャンセル
（Cancel）] を選択すると、オーディオ接続設定が [WebEx Audio] に戻り、WebEx Audio ミー
ティングのスケジュールを続行できます。
b) [マイアカウント（My Account）] ページで、[マイオーディオ接続オプション（My Audio
Connection Options）] セクションに移動します。
c) [パーソナル会議（Personal Conferencing）] を選択します。
d) 4 桁の主催者暗証番号を入力します。
e) [暗証番号を保存してアカウントを生成（Save PIN and Generate Account）] を選択します。
f) [WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスで、[キャンセル（Cancel）] を選択して
ダイアログボックスを閉じます。
g) Microsoft Outlook のアポイントメント フォームを閉じます。
h) 手順 1 に戻って、パーソナル会議を再度スケジュールします。

ステップ 6

[OK] を選択して、[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスを閉じます。
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WebEx の情報は、Microsoft Outlook のアポイントメント フォームに表示されます。
ステップ 7

[送信（Send）] を選択して会議情報を保存し、会議の招待状を出席予定者に送信します。
スケジュールされた会議は、Outlook の予定表と、Cisco WebEx サイトの会議一覧に表示されま
す。

WebEx Productivity Tool のインストール
WebEx Productivity Tool をインストールする前に、お使いのコンピューターが以下の最小システム
要件を満たしていることを確認します。
• Intel Core2 Duo CPU 2. XXX GHz または AMD プロセッサ (2 GB の RAM を推奨)
• ブラウザで JavaScript と Cookie が有効であること
• サポートされているオペレーティング システムとブラウザ

（注）

サポートされているオペレーティング システムとブラウザを含む最新のエンドユーザのシス
テム要件については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html にある『Cisco WebEx Meetings Server システム要件』を参照
してください。
サポートされているオペレーティング システムとブラウザを含む最新のエンドユーザのシス
テム要件については、『Cisco WebEx Meetings プランニング ガイドとサーバ システム要件』を
参照してください。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

上部のナビゲーションで、[ダウンロード（Downloads）] を選択します。
（注）
ダウンロード オプションは、管理者が有効にしている場合のみ使用できま
す。

ステップ 3

[Productivity Tool] の [ダウンロード（Downloads）] を選択します。
[ファイルのダウンロード（File Download）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

（任意） インストール プログラム（拡張子は .msi） をコンピューターに保存します。

ステップ 5

インストール ファイルを実行し、指示に従ってください。

Cisco WebEx Meetings Server リリース 2.8 ユーザ ガイド
13

WebEx Assistant へのサインイン
WebEx Productivity Tool のセットアップ

インストールが完了し、プロンプトが表示されたら WebEx アカウントにサインインし、[WebEx
設定（WebEx Settings）] ダイアログ ボックスで設定を確認します。
ステップ 6

（任意） ダウンロードが自動的に開始しない場合は、[ここをクリックしてダウンロード（click
here to download）] リンクを選択します。インストール ファイルを実行し、指示に従ってくださ
い。

WebEx Productivity Tool のセットアップ
手順
ステップ 1

[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

[アカウント（Account）] タブを選択します。
このタブでは、次のことを実行できます。
• [パスワードを変更（Change password）] を選択して、WebEx パスワードを更新します。
• [マイアカウント（My Account）] ページで [地域設定の更新（Update Regional Preferences）]
を選択して、タイム ゾーン、言語、またはロケールを更新します。[更新（Update）] を選択
して変更を保存したら、WebEx 設定のダイアログボックスに戻ります。
（注）
[タイム ゾーン（Time Zone）] の設定により、会議が正常にスケジュールされた後
の WebEx ミーティングの時間が決定されます。[ロケール（Locale）] の設定によ
り、[会議（Meetings）] ページや電子メールの招待状および通知メッセージにに表
示される時間、日付、通貨、および電話番号の形式が決定されます。
• [地域設定の更新（Update Regional Preferences）] を選択して、タイム ゾーン、言語、または
ロケールを更新します。
（注）
[タイム ゾーン（Time Zone）] の設定は、スケジュールされた WebEx ミーティン
グの時間を決定するために使用されます。また、[ロケール（Locale）] の設定によ
り、会議の詳細情報（日付や電話番号の形式など）がローカライズされます。
• [更新（Refresh）] を選択すると、WebEx サイトの最新の変更が表示されます。

ステップ 3

[適用（Apply）] を選択して変更を適用します。

ステップ 4

[会議（Meetings）] タブを選択します。

ステップ 5

[会議の設定の指定（Set meeting preferences）] を選択して、Microsoft Outlook から即座に開始する
会議のデフォルト設定を定義します。

ステップ 6

[更新（Update）] を選択して変更を保存したら、WebEx 設定のダイアログボックスに戻ります。

ステップ 7

（任意） インスタント ミーティングの開始前に議題とパスワードを変更するオプションを使用
する場合は、提供されているオプションを確認します。

ステップ 8

[OK] を選択して、[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスを閉じます。
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WebEx Productivity Tool のアンインストール
このタスクでは、Windows の [スタート（Start）] メニューから WebEx Productivity Tool をアンイ
ンストールする方法について説明します。Productivity Tool はいつでもアンインストールできま
す。Productivity Tool をアンインストールすると、すべての Productivity Tool とショートカットが
コンピュータから削除されます。

ヒント

Productivity Tool は、Windows の [プログラムの追加と削除（Add/Remove Programs）] オプショ
ンからアンインストールすることもできます。

手順
ステップ 1

[スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [WebEx（WebEx）] > [Productivity Tool（Productivity
Tools）] > [アンインストール（Uninstall）] をクリックします。

ステップ 2

[はい（Yes）] をクリックして、WebEx Productivity Tool をアンインストールすることを確認しま
す。
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第

3

章

オーディオと今すぐミーティング オプショ
ンの選択
最初のミーティングをスケジュールまたは開始する前に、[マイアカウント（My Account）] に移
動してオーディオ オプションを設定します。すべてのミーティングのスケジュール時に、デフォ
ルト オプションとして [マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] と [今
すぐミーティングの設定（Meet Now Settings）] が表示されます。ミーティングのスケジュール
時には、オーディオ接続の種類と今すぐミーティングの設定を変更できます。
• WebEx Audio の使用について, 18 ページ
• 音声会議への接続, 19 ページ
• 電話を使用したオーディオへの接続, 19 ページ
• 音声会議からの退室, 20 ページ
• コンピュータを使用したオーディオへの接続, 21 ページ
• マイクおよびスピーカー設定の微調整, 22 ページ
• 会議中のオーディオ デバイス切り替え, 22 ページ
• マイクのミュートとミュート解除, 23 ページ
• 保存された電話番号の編集または更新, 24 ページ
• ミーティングの入室音と退室音の変更, 25 ページ
• パーソナル会議の使用について, 26 ページ
• パーソナル会議アカウントの作成, 28 ページ
• パーソナル会議ミーティングへのダイヤル イン, 29 ページ
• アクセスコードの再生成, 31 ページ
• パーソナル会議アカウントの削除, 31 ページ
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WebEx Audio の使用について
WebEx Audio を使用すると、お使いの電話やコンピュータを使用して、他人の話を聞いたり、会
議で話したりできます。
• [電話（Phone）]：電話を使用して、音声会議へのコールを受信したり、ダイヤル インしたり
できます。
• [コンピュータ（Computer）]：お使いのコンピュータにサポートされているサウンド カード
が搭載されていて、インターネットに接続している場合、コンピュータに接続されている
ヘッドセットを使用して音声会議に参加できます。

（注）

主催者である場合、電話会議に参加する人数はシステムの規模によって異なります。
参加者は、会議に参加後、オーディオ モードを切り替えることができます。このとき、リスニン
グの中断はないか、あってもごくわずかです。一部の参加者が電話を使用し、その他の参加者が
コンピュータを使用している混合モードの会議では、すべての参加者が話すことができます。
音声会議における権限は、参加レベルによって決まります。次の表に、取得する権限で実行可能
な基本的なタスクを示します。
音声会議における権限
音声会議の主催者

タスクの説明
• 音声会議への参加または退席
• オーディオ接続モードの切り替え
• 1 つまたは複数のマイクのミュートまたは
ミュート解除
• 発信者認証を使用した会議への参加
• ユーザ プロファイルの電話番号の編集ま
たは更新

音声会議の参加者

• 音声会議への参加または退席
• オーディオ接続モードの切り替え
• 話をするように求める
• マイクをミュートまたはミュート解除
• 発信者認証を使用した会議への参加
• ユーザ プロファイルの電話番号の編集ま
たは更新
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関連トピック
パーソナル会議の使用について, （26 ページ）
インスタント ミーティングの設定の指定, （2 ページ）
他ユーザによるミーティングのスケジュールの許可方法, （45 ページ）

音声会議への接続
WebEx Audio を使用する会議を開始、または会議に参加すると、[音声会議（Audio Conference）]
ダイアログボックスが自動的に画面に表示されます。
会議のスピーキングとリスニングに使用するデバイスは何ですか。
• [自分の電話（Your phone）]：通常は良好な音声伝送が提供されますが、費用が発生すること
があります。
• [自分のコンピュータ（Your computer）]（ヘッドセットとインターネット接続あり）：伝送
にノイズが入ったり、音声ストリームが不規則だったりすることがありますが、費用はかか
りません。
[音声会議（Audio Conference）] ダイアログボックスから優先デバイスを選択できます。

電話を使用したオーディオへの接続
ミーティングに参加した後、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログ ボックスが自動
的に表示されます。電話を使用して会議のオーディオ部分に接続する場合、コールするか、コー
ルバックを受けることができます。
• コール：電話から、主催者が提供する番号にコールします。
• コールバック：提供した有効な番号またはユーザ プロファイルにすでに保存されている番号
でコールを受けます。有効な番号は、内線番号か、市外局番と 7 桁の市内電話番号を含む外
線番号です。

（注）

すでに進行中のミーティングに参加し、共有コンテンツがすべて見える場合は、画面上部にあ
る [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネルにある [オーディオ（Audio）] を選
択し、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログボックスにアクセスします。
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手順
ステップ 1

コールバックを受けるには、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログボックスで、次の
いずれかの手順を実行します。
• [コールバック（Call Me）] をクリックし、表示される番号でコールを受けます。
• 使用可能な番号のドロップダウン リストから別の番号を選択し、[コールバック（Call Me）]
をクリックします。
• ドロップダウン リストから [異なる番号でコールバック（Call me at a different number）] を選
択し、国旗をクリックして国を選択してから、電話番号を入力して [コールバック（Call me）]
をクリックします。
• ドロップダウン リストから [内線番号でコールバック（Call me at an internal number）] を選択
し、番号を入力して [コールバック（Call Me）] をクリックします。

ステップ 2

コールするには、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログボックスのドロップダウン メ
ニューから [コールする（I will call in）] を選択します。

ステップ 3

指示に従って、音声会議に参加します。
参加者リストに含まれている自分の名前の横に、音声会議で電話を使用していることを示す電話
のアイコンが表示されます。

関連トピック
会議中のオーディオ デバイス切り替え, （22 ページ）
会議中のオーディオ デバイス切り替え, （22 ページ）

音声会議からの退室
手順
ステップ 1

次のいずれかから、[音声会議（Audio Connection）] ダイアログを開きます。
• [クイックスタート（Quick Start）] ページ
• [参加者（Participant List）] 一覧
• [オーディオ（Audio）] メニュー
• [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネル（共有している場合）

ステップ 2

[オーディオ切断（Disconnect Audio）] を選択します。
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音声会議の参加が終了します。ただし、ミーティングへの参加は退室するか主催者が終了するま
で続きます。

コンピュータを使用したオーディオへの接続
ミーティングに参加した後、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログ ボックスが自動
的に表示されます。コンピュータを使用して会議で会話すると、コンピュータによってインター
ネットを介して音声が送受信されます。これを行うには、コンピュータにサポートされているサ
ウンド カードが搭載されており、そのコンピュータがインターネットに接続されている必要があ
ります。

（注）

すでに進行中のミーティングに参加し、共有コンテンツがすべて見える場合は、画面上部にあ
る [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネルにある [オーディオ（Audio）] を選
択し、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログボックスにアクセスします。

はじめる前に
最大限の音質と利便性を得るために、スピーカとマイクではなく、必ず、高品質のマイクを備え
るコンピュータ ヘッドセットを使用してください。

手順
ステップ 1

[オプション詳細（More Options）] を選択し、オーディオ接続オプションをさらに表示します。

ステップ 2

[コンピュータを使って通話（Call Using Computer）] を選択します。
（注）
コンピュータを使用して初めて会議に接続する場合、[スピーカ/マイク オーディオ テス
ト（Speaker/Microphone Audio Test）] ウィンドウが表示され、サウンド設定を微調整で
きます。
参加者リストに含まれている自分の名前の横に、音声会議でコンピュータを使用していることを
示すヘッドセットのアイコンが表示されます。会議に接続したら、次の手順を実行できます。
• スピーカまたはマイクのミュート/ミュート解除
• スピーカまたはマイクの音量の変更

関連トピック
マイクおよびスピーカー設定の微調整, （22 ページ）
国コードの値
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マイクおよびスピーカー設定の微調整
ミーティングのオーディオへの接続にコンピュータを使用する場合は、マイクとスピーカー設定
を微調整してオーディオ体験を最適化することができます。
スピーカーやマイクのオーディオ テストはデバイスのテスト中に実施し、スピーカーのボリュー
ムとマイクのレベルを設定します。
初めてミーティングを開始したり、参加したりしたときは、実際にオーディオ用コンピュータの
使用を開始する前に手動でテストし、サウンド デバイスを調整できます。

ヒント

音声会議に参加した後でも、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログ ボックスを再
度開いて、[設定変更（Change settings）] > [スピーカーとマイクをテスト（Test
speaker/microphone）] を選択すると、いつでも設定を再テストできます。

手順
ステップ 1

ミーティング ウィンドウから、[オーディオ（Audio）] > [コンピュータ オーディオ設定（Computer
Audio Settings）] > [スピーカーとマイクのオーディオ テスト（Speaker/Microphone Audio Test）] の
順で選択します。

ステップ 2

指示に従って操作します。

会議中のオーディオ デバイス切り替え
会議中に、ほとんど中断なしでオーディオ デバイスを簡単に切り替えることができます。

手順
ステップ 1

コンピュータ接続から電話接続に切り替えるには、次の手順に従います。
a) 次のいずれかから、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログを開きます。
• [クイックスタート（Quick Start）] ページ
• [参加者（Participant）] 一覧
• [オーディオ（Audio）] メニュー
• [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネル（共有している場合）
b) [オプション詳細（More Options）] を選択し、オーディオ接続オプションをさらに表示します。
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c) [コールする（I Will Call In）] を選択し、コール エリアの番号にコールして、自動オペレータ
の指示に従ってアクセスコードと参加者 ID を入力します。または、[コールバック（Call Me）]
を選択し、電話番号を選択または入力します。
電話で接続すると、コンピュータ接続は自動的に切断されます。
ステップ 2

電話接続からコンピュータ接続に切り替えるには、次の手順に従います。
a) 次のいずれかから、[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログを開きます。
• [クイックスタート（Quick Start）] ページ
• [参加者（Participant）] 一覧
• [オーディオ（Audio）] メニュー
• [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネル（共有している場合）
b) [オプション詳細（More Options）] を選択し、オーディオ接続オプションをさらに表示します。
c) [コンピュータを使って通話（Call Using Computer）] を選択します。
コンピュータ接続が確立されると、電話接続が切断されます。
ヒント

必ず、お使いのコンピュータのヘッドセットに切り替えてくださ
い。

マイクのミュートとミュート解除
次の表に、ユーザ ロールに応じて、ミーティングでマイクのミュートとミュート解除を迅速に行
う方法を示します。
Windows ユーザ：参加者リストで右クリックし、記載されているオプションのいずれかを選択し
ます。
Mac ユーザ：参加者リストで Ctrl キーを押してからクリックし、記載されているオプションのい
ずれかを選択します。

（注）

共有中は、画面の上部にある [ミーティング コントロール（Meeting Controls）] パネルからマ
イクのミュートとミュート解除ができます。
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役割
ホスト

オプション
• [エントリ時にミュート（Mute on Entry）]：
参加者がミーティングに参加するときにす
べてのマイクを自動的にミュートします。
• [ミュートまたはミュート解除（Mute or
Unmute）]：ユーザ自身または特定の参加
者のマイクをミュートまたはミュート解除
します。
• [すべてミュート（Mute All）]：ミーティ
ングの任意の時点ですべての参加者のマイ
クを同時にミュートまたはミュート解除し
ます。

[参加者（Participant）]

[ミュート（Mute）] または [ミュート解除
（Unmute）] アイコンを選択して、ユーザ自身
のマイクをミュートまたはミュート解除しま
す。

参加者の名前の右側にあるマイクのアイコンの状態が変化します。

保存された電話番号の編集または更新
次のような状況の時にプロファイルにリストされている電話番号を編集または更新できます。
• 音声会議にまだ参加していない、または
• コンピュータから音声会議に参加した
さらに、お使いのコンピュータに cookie として格納されている任意の電話番号を表示できる更新
した内容は、次回ミーティングに参加するまで有効になりません。

はじめる前に
電話番号を編集または更新する場合は、電話による音声会議に参加している状態ではないことを
確認します。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
• ミーティング ウィンドウから [オーディオ]（Audio） > [オーディオ接続（Audio Connection）]
を選択します。
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• [オーディオに接続する（Connect to audio）] の下の [オプション詳細（More Option）] を選択
します。
[オーディオ接続（Audio Connection）] ダイアログ ボックスが表示されます。
ステップ 2

[別の番号で電話してください（call me at a different number）] を選択します。

ステップ 3

ドロップ ダウン ボックスから [電話番号管理（Manage phone numbers）] を選択します。
[電話番号管理（Manage phone numbers）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

[編集（Edit）] を選択して WebEx プロフィールの電話番号を更新するか、または [クリア（Clear）]
を選択してお使いのコンピュータ上の Cookie に格納されている電話番号を削除します。

ミーティングの入室音と退室音の変更
このタスクでは、参加者が音声会議に入室または退室したときに聞こえる音を変更する方法につ
いて説明します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

右上の [マイアカウント（My Account）] を選択します。
[マイアカウント（My Account）] ページが表示されます。

ステップ 3

[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] セクションまでスクロールしま
す。

ステップ 4

参加者が音声会議に入室または退室したときに聞こえる音を選択します。

ステップ 5

[アップデート（Update）] を選択します。
（注）
[マイアカウント（My Account）] ページをクリックして終了する前に [更新（Update）]
を選択するようにしてください。これをしない場合、更新内容はすべて失われます。

関連トピック
ユーザ アカウント情報の更新, （3 ページ）
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パーソナル会議の使用について
パーソナル会議オーディオ接続モードを使用すると、会議の主催者はいつでもオーディオの Cisco
WebEx ミーティングをすぐに開始できます。会議の主催者と参加者が同じコールイン番号をダイ
ヤルし、アクセスコードを入力すると音声会議が開始されます。システムが、オンライン ミー
ティングのリンクを記載した電子メールをミーティングの主催者に送ります。主催者がオンライ
ン ミーティングの開始を選択すると、出席者はオンライン ミーティングを使用して情報の共有
や、1 つのアイデアについての共同作業が行えるようになります。会議の主催者は、事前にパー
ソナル会議ミーティングをスケジュールする必要はありません。また、一度生成されたアクセス
コードは変更しないでください。
パーソナル会議ミーティングは、利用しているサイトでパーソナル会議がサポートされている場
合のみ使用できます。パーソナル会議ミーティングを行う前には、パーソナル会議アカウントと
主催者暗証番号を作成する必要があります。パーソナル会議ミーティングには、自分の電話やコ
ンピュータを使用してダイヤル インできます。
• 電話
• [マイアカウント（My Accounts）] ページに表示されるコールイン番号、または電子メー
ルのミーティングの招待状に記載されているコールイン番号を使用して、パーソナル会
議ミーティングにダイヤル インします。[マイアカウント（My Accounts）] ページのコー
ルイン番号を確認するには、[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection
Options）] セクションに移動して、[パーソナル会議（Personal Conferencing）] を選択し
ます。主催者が会議をスケジュールしている場合、すべての出席予定者に送信される電
子メールの招待状にコールイン番号が含まれています。すべての参加者が電話を使用し
て会議にダイヤル インする予定の場合、会議の主催者はパーソナル会議ミーティングを
スケジュールする必要はありません。
• [コールバック（Call Me）] を使用して、提供する有効な番号か、または自分のユーザ
プロファイルに保存してある番号で通話を受信します。このオプションを使用する場
合、Web 会議を開始すると、キーパッドからその会議を制御できなくなります。
• コンピュータ：コンピュータにサポートされているサウンド カードが搭載されていて、イン
ターネットに接続している場合、会議出席者はヘッドセットが接続されているコンピュータ
を使用して、オーディオのパーソナル会議ミーティングに参加できます。1 人または複数の
会議出席者がコンピュータを使用して会議にダイヤル インする予定の場合、会議の主催者は
会議をスケジュールする必要があります。会議出席者は、まず、電子メールの招待状に含ま
れている会議のリンクを選択して、スケジュールされているオンラインのパーソナル会議
ミーティングを開始して参加します。会議に接続されると、主催者と参加者は、[音声会議
（Audio Conference）] ダイアログボックスにある情報を使用して音声会議に接続できます。
参加者は、会議に参加後、リスニングの中断がわずか、またはまったくない状態でオーディオ
モードの切り替えができます。一部の参加者が電話を使用し、その他の参加者がコンピュータを
使用している混合モードの会議では、すべての参加者が話すことができます。
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（注）

パーソナル会議ミーティングに参加できる人数は、システムの構成によって異なります。詳細
については、管理者にお問い合わせください。
音声会議における権限は、参加レベルによって決まります。次の表に、パーソナル会議ミーティ
ングの前および最中に主催者と出席予定者が実行可能な基本的なタスクを示します。
パーソナル会議ミーティ タスク
ングにおける権限
ホスト

最初のパーソナル会議ミーティングを開始またはスケジュールする前
に、主催者暗証番号とパーソナル会議アカウントを作成する
パーソナル会議ミーティングをスケジュールする
コールイン番号をダイヤルし、主催者のアクセスコードと暗証番号を
入力して、会議を開始するか、または会議に参加する
電話のキーパッドを使用して、以下を実行する
• *1 ダイヤルアウト
• *5 会議のロックおよびロック解除
• *6 自分のミュートまたはミュート解除
• *7 出席予定者へのリマインダ メールの送信
（注）

主催者が *7 を押した回数に関係なく、出席予定者には
1 つのリマインダ メール メッセージのみが送信されま
す。

• *8 主催者抜きでの会議の続行を許可
• ## すべての参加者をミュート
• 99 すべての参加者のミュート解除
• *# 参加者数のカウントを実行
• ** DTMF ヘルプ
オンラインのパーソナル会議ミーティングを開始すると、主催者は次
のことができます。
• 他の会議出席者に主催者の権限を渡す
• 会議出席者から主催者の権限を取り戻す
• [ミーティング（Meetings）] ページの右上隅にある [記録
（Record）] を選択して、ミーティングを記録する
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パーソナル会議ミーティ タスク
ングにおける権限
出席予定者

コールイン番号をダイヤルし、参加者アクセスコードを入力して会議
に参加する
電話のキーパッドを使用して、以下を実行する
• *6 自分のミュートまたはミュート解除
• *# 参加者数のカウントを実行
• ** DTMF ヘルプ
オンラインのパーソナル会議ミーティングに参加すると、出席予定者
は次のことができます。
• 主催者から主催者の権限を渡された場合に、会議の主催者になる
• 他の会議出席者に主催者の権限を渡す

（注）

システム管理者が [コンピュータを使用した音声接続（Voice connection using computer）] オプ
ションを有効にしている場合、Web のパーソナル会議ミーティングが開始されると、すべての
電話ユーザのキーパッド上のオーディオ キーのショートカットが無効になります。

関連トピック
電話を使用したオーディオへの接続, （19 ページ）
WebEx サイト経由でミーティングをスケジュールする, （39 ページ）
パーソナル会議アカウントの作成, （28 ページ）
インスタント ミーティングの設定の指定, （2 ページ）

パーソナル会議アカウントの作成
パーソナル会議ミーティングをスケジュールまたは開始する前に、主催者暗証番号と少なくとも
1 つのパーソナル会議アカウントを作成しておく必要があります。アカウントごとに、ソフトウェ
アが主催者と参加者の一意のアクセスコードを生成します。パーソナル会議ミーティングを開始
または参加するためにコールイン番号にダイヤルすると、システムがこれらのコードをたずねま
す。

はじめる前に
パーソナル会議は、サイトで有効化する必要があります。
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手順
ステップ 1

ミーティング ページの右上隅にある [マイアカウント（My Account）] を選択します。

ステップ 2

[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] セクションにある [パーソナル
会議（Personal Conferencing）] を選択します。

ステップ 3

4 桁の主催者暗証番号を入力し、[暗証番号を保存してアカウントを生成する（Save PIN and Generate
Account）] を選択します。
主催者暗証番号の下に、主催者のアカウント 1 つと参加者のアクセスコードが表示されます。
（注）

ステップ 4

すべてのアカウントに対して同じ主催者暗証番号を使用しま
す。

（任意） 別のアカウントを作成するには、[別のアカウントを追加（Add another account）] リン
クを選択します。
新しいアカウントと一意のアクセスコードが表示されます。コードを再生成するかアカウントを
削除するまで、これらのアクセスコードは変わりません。最大 3 つのアカウントを作成できます。
（注）

パーソナル会議ミーティングの進行中は、新しいアカウントを追加できませ
ん。

関連トピック
WebEx サイト経由でミーティングをスケジュールする, （39 ページ）
パーソナル会議ミーティングへのダイヤル イン, （29 ページ）

パーソナル会議ミーティングへのダイヤル イン
ミーティングの主催者と参加者が同じコールイン番号にダイヤルし、主催者または参加者のアク
セスコードを入力すると、パーソナル会議ミーティングをいつでも開始できます。すべての参加
者が電話を使用してミーティングにダイヤルインする場合、主催者はミーティングをスケジュー
ルする必要はありません。
ミーティングの参加者がコンピュータとヘッドセットを使用してパーソナル会議ミーティングに
ダイヤル インする場合、コンピュータを使用してダイヤル インする人が音声会議に接続する前
に、主催者はパーソナル会議ミーティングをスケジュールし、オンライン ミーティングに参加で
きるようにしなければなりません。

（注）

パーソナル会議ミーティングにダイヤル インし、アクセスコードまたはミーティング番号を
入力するよう求められた場合には、常にアクセスコードを入力します。

はじめる前に
• パーソナル会議は、サイトで有効化する必要があります。
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• 有効な主催者暗証番号と、少なくとも 1 つのパーソナル会議のアカウントが存在する必要が
あります。
• 参加者がパーソナル会議ミーティングにダイヤル インするときに、電話を使用する予定なの
かコンピュータとヘッドセットを使用する予定なのかについて知っておく必要があります。

手順
ステップ 1

ミーティング ページの右上隅にある [マイアカウント（My Account）] を選択します。

ステップ 2

[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] セクションにある [パーソナル
会議（Personal Conferencing）] を選択します。

ステップ 3

[アカウント（Account）] を選択します。
主催者暗証番号と、主催者と参加者のアクセスコードを表示します。

ステップ 4

コールイン番号と参加者のアクセスコードをミーティング参加者に伝えます。

ステップ 5

ミーティング主催者が、コールイン番号をダイヤルします。プロンプトが表示されたら、主催者
は主催者のアクセスコードと暗証番号を入力します。

ステップ 6

ミーティングの参加者は、同じコールイン番号をダイヤルします。プロンプトが表示されたら、
参加者は参加者のアクセスコードを入力します。
参加者が早くミーティングにダイヤル インした場合、主催者がコールイン番号にダイヤルして主
催者のアクセスコードと暗証番号を入力するまで、保留状態になります。主催者がミーティング
に接続すると、保留状態にあるすべての参加者が自動的に音声会議に接続されます。主催者より
前に参加者が音声会議に参加できるオーディオ オプションを管理者が有効にしている場合、早く
ダイヤル インした参加者は参加者のアクセスコードを入力すると直ちにそのミーティングの音声
会議に接続されます。

次の作業
• ミーティング参加者がデスクトップで見られるように情報を共有するため、主催者はオンラ
イン ミーティングを開始できます。主催者は、招待電子メールのミーティング リンクを選
択するか、あるいは Cisco WebEx Meetings Server サイトにログインした後、[ミーティング
（Meetings）] ページから [スタート（Start）] を選択することで、ミーティングを開始できま
す。
• 電話を切るか、通話を終了すれば、だれでもミーティングから退室できます。
• 主催者なしでも参加者がミーティングを継続できるようにするには、ミーティングの主催者
が電話を切る前に電話の *8 を押します。
• ミーティングの主催者が電話を切った場合（先に *8 を押さずに）、ミーティングの参加者
はミーティングが終了するまでの 5 分間ミーティングを継続できます。
関連トピック
電子メールからミーティングに参加, （34 ページ）
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コンピュータを使用したオーディオへの接続, （21 ページ）
音声会議からの退室, （20 ページ）
[ミーティング（Meetings）] ページからのミーティング参加, （36 ページ）

アクセスコードの再生成
セキュリティ上の目的で、アクセスコードを再生成できます。

（注）

アクセスコードを再生成したアカウントでスケジュールされた以降のパーソナル会議に関し
て、出席予定者は正しくないアクセスコードを持つことになります。

手順
ステップ 1

ミーティング ページの右上隅にある [マイアカウント（My Account）] を選択します。

ステップ 2

[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] セクションにある [パーソナル
会議（Personal Conferencing）] を選択します。
既存のアカウントの一覧が表示されます。

ステップ 3

[アクセスコードの再生成（Regenerate access codes）] を選択します。
アカウントの新しいアクセスコードが表示されます。
（注）

パーソナル会議の進行中は、アクセスコードを再生成できませ
ん。

次の作業
• 新しいアクセスコードが記載された電子メールを、古いアクセスコードを持つすべての出席
予定者に送信してください。
• アカウントのアクセスコードを再生成したら、以前にスケジュールしたパーソナル会議の再
スケジュールを検討してください。ミーティングをリスケジュールする場合、出席予定者は
有効なアクセスコードが記載された更新した電子メールでの招待状を受け取ります。
関連トピック
ミーティングの編集, （47 ページ）

パーソナル会議アカウントの削除
パーソナル会議アカウントが不要になった場合は、削除できます。
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（注）

削除されたアカウントがスケジュールした、予定されているパーソナル会議ミーティングに関
しては、出席予定者が正しくないアクセスコードを受け取ることになります。他のアカウント
でスケジュールされたパーソナル会議ミーティングも影響を受ける可能性があります。

手順
ステップ 1

ミーティング ページの右上隅にある [マイアカウント（My Account）] を選択します。

ステップ 2

[マイオーディオ接続オプション（My Audio Connection Options）] セクションにある [パーソナル
会議（Personal Conferencing）] を選択します。
既存のアカウントの一覧が表示されます。

ステップ 3

[削除（Delete）] を選択します。
アカウントがリストから削除されます。
（注）

パーソナル会議ミーティングの進行中は、アカウントを削除できませ
ん。

次の作業
アカウントを削除したら、予定されていたパーソナル会議ミーティングをリスケジュールするこ
とを検討してください。ミーティングをリスケジュールする場合、出席予定者は有効なアクセス
コードが記載された更新した電子メールでの招待状を受け取ります。
関連トピック
ミーティングの編集, （47 ページ）
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ミーティングへの参加
ミーティングの主催者が [今すぐミーティング（Meet Now）] オプションを使用して、ミーティ
ングをスケジュール、またはインスタント ミーティングを開始すると、その主催者とすべての
出席予定者にミーティングの詳細が記載された電子メールの招待状が届きます。出席予定者は
ミーティングに参加する時間になったら、電子メールの招待状またはインスタント メッセージ
に含まれているミーティングの URL を選択します。
• ミーティングに参加する前に, 33 ページ
• 電子メールからミーティングに参加, 34 ページ
• [ミーティング（Meetings）] ページからのミーティング参加, 36 ページ
• ミーティング番号による参加, 37 ページ

ミーティングに参加する前に
このセクションでは、ミーティングに参加する際に経験する可能性があることについて説明しま
す。
システムの規模により、ミーティングに参加できる最大の人数が決まります。会議出席者の数が
最大サイズに達すると、新しいミーティングの開始やミーティングへの参加を試みるユーザには
エラーメッセージが表示され、ミーティングの開始や参加ができなくなります。ミーティングに
ダイヤル インするユーザには、最大参加者のキャパシティに達したためミーティングの開始や参
加ができないことを示す、音声による指示が聞こえます。
すべてのミーティングで、最大参加者数の半数だけがビデオを使用できます。ビデオは送信また
は受信として定義されます。つまり、ユーザは、WebEx Web カメラ ビデオまたはビデオ ファイ
ル共有オプションを使用してビデオを共有できます。
WebEx サイトが有名な認証局の証明書ではなく自己署名証明書を使用する場合は、データセン
ターを別のデータセンターに参加させた後で、ユーザは、会議を開始または会議に参加する前に、
各データセンターの証明書を信頼できるルート証明機関のストアにインストールする必要があり
ます。
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Chrome 32 以降、または Firefox 27 1以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。

電子メールからミーティングに参加
手順
ステップ 1

受信した電子メールの招待状を開き、リンクを選択します。
参加しているミーティングのミーティング詳細ページが開きます。
（注）

ステップ 2

一連の定期ミーティングのうち 1 回のミーティングに参加している場合、ミーティング
詳細のページで謝った日付を反映している可能性があります。これは既知の問題であ
り、このページから現在のミーティングに参加することには影響しません。

要求された場合は、必要な情報を入力します。入力が必要とされる詳細には次の内容を含みます。
• 名前：ミーティング中に識別するために使用する参加者名を入力します。

1

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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• 電子メールアドレス：次の形式でメール アドレスを入力します：name@your_company例：
msmith@company.com
• ミーティング パスワードを会議：ミーティング のパスワードを入力します。ミーティング
の主催者は、電子メールの招待状にパスワードを記載しているか、セキュリティ上の理由か
ら別の方法でパスワードを提供しています。
ステップ 3

[参加（Join）] を選択します。
• すでにログインしている場合、またはこの WebEx サイトにアカウントを持っていない場合
には、ミーティング クライアントが起動するのを待ちます。
• ログインしていなくともこの WebEx サイトのアカウントを持っている場合、ミーティング
に参加する前にシステムによってユーザ クレデンシャルを入力できるログイン ページにリ
ダイレクトされます。
（注）
シングル サインオン（SSO）対応でサイトが構成されている場合、ログイン ペー
ジは会社の SSO サイトになります。シングル サインオン（SSO）対応でサイトが
構成されていない場合、WebEx のログイン ページでログインします。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 2以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。

2

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。
システムで自動的に表示がされない場合には、[音声会議（Audio Conference）] を選択して、音声
でミーティングに参加してください。

[ミーティング（Meetings）] ページからのミーティング
参加
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

今日の一覧でミーティングを探します。
ミーティングが表示されていない場合は、[すべてのミーティング（All meetings）] タブを選択し、
検索パラメータを入力して検索します。

ステップ 3

[参加（Join）] を選択します。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 3以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

3

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
システムで自動的に表示がされない場合には、[音声会議（Audio Conference）] を選択して、音声
でミーティングに参加してください。

ミーティング番号による参加
Cisco WebEx にログインしているかどうかに関わらず、ミーティング番号を使用して会議に参加
できます。

手順
次のいずれかを実行します。
条件

操作手順

すでに WebEx サイトにログインしている場合

1 [ミーティング（Meetings）] タブを選択して
[ミーティング（Meetings）] ページにいるこ
とを確認します。
2 [ミーティング番号で参加（Join by Number）]
を選択します。
3 ミーティング番号を入力します。
4 要求された場合は、ミーティング パスワー
ドを入力します。
5 [参加（Join）] を選択します。
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条件

操作手順

WebEx サイトにログインしていない場合

1 Web ブラウザを起動し、WebEx サイトに移
動します。
2 ヘッダーの右上にある [ミーティング番号で
参加（Join by Number）] リンクを選択しま
す。
3 [ミーティング番号で参加（Join by Number）]
ページで要求される情報を入力します。
4 [参加（Join）] を選択します。
ヒント

/orion/join で終わるパブリックな
WebExサイトからも [ミーティング番
号で参加（Join by Number）] ページ
にアクセスできます。例：
https://<public site
url>/orion/join

Chrome 32 以降、または Firefox 27 4以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。
（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを
選択し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオン
にし、[完了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン
アイコンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。

トラブルシューティングのヒント
ミーティング番号を使用してミーティングに参加することができない場合は、以下の操作を行い
ます。
• 正しいミーティング番号を入力していることを確認します。
• ミーティングに参加する正しい時間であることを確認します。
• 情報が正しければ、[ミーティング（Meetings）]ページでミーティングを検索し、リンクから
参加します。
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章

ミーティングの開始またはスケジュール
• WebEx サイト経由でミーティングをスケジュールする, 39 ページ
• WebEx サイト経由でミーティングを開始する, 42 ページ
• インスタント ミーティングの開始, 43 ページ
• インスタント メッセンジャから会議を開始, 44 ページ
• 他ユーザによるミーティングのスケジュールの許可方法, 45 ページ
• 会議の検索, 46 ページ
• ミーティングの編集, 47 ページ
• 定期ミーティングの編集, 48 ページ
• 会議のキャンセル, 49 ページ
• 定期的なパターンのサポート, 49 ページ

WebEx サイト経由でミーティングをスケジュールする
はじめる前に
WebEx ミーティングをスケジュールまたは開始するには、主催者がライセンスを持っている必要
があります。

手順
ステップ 1

[会議（Meetings）] ページの上部にある [スケジュール（Schedule）] を選択します。
[WebEx ミーティングのスケジュール（Schedule a WebEx Meeting）] ページが表示されます。
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（注）

ステップ 2

[次の主催者のスケジュール（Schedule for:）] ドロップダウンリストから主催者を選択
することにより、別の主催者の代わりに会議をスケジュールできます。会議の新しい主
催者スケジューリング権限が委譲されたことを通知するプロンプトが表示されます。議
題、日付、長さ、繰り返しなどの共有情報は変更されません。その後、主催者の権限を
使用して会議のスケジューリングを続行することができます。

会議に関する次の情報を指定します。
• [議題（What）]：何についての会議ですか。
• [日付（When）]：会議はいつ開催されますか。
定期的な会議をスケジュールするには、[繰り返し（Recurrence）] を選択してから、オプショ
ンを選択します。
• [長さ（Length）]：どれくらいの長さの会議ですか。
• [会議タイプ（Meeting Type）]：どのタイプの会議ですか。
会議タイプは、会議の主催者が選択できます。管理者が設定する会議タイプによって、その
会議に関して使用できるさまざまな会議機能とオプションが決定されます。たとえば、ミー
ティング種類ごとの記録可否などです。
• [参加者（Who）]：誰を会議に招待しますか。連絡先に電子メール アドレスまたは名前を入
力して検索できます。会議のスケジュールが完了した後に招待することもできます。
（注）
出席予定者が自分と同じ主催者権限の大半を持つことを許可する場合は、その出席
予定者の [代理主催者（Alternate Host）] オプションを選択します。代理主催者は会
議を編集または削除できません。代理主催者が会議を開始した後に自分が参加する
と、自動的に主催者になります。
所属部門がシングル サインオン（SSO）を採用しており、かつ管理者が代理主催者の電子
メール アドレスを変更した場合、不明な電子メール アドレスからメッセージを受け取る可
能性があります。新しい電子メール アドレスは、Exchange、Outlook、および CWMS 間で日
単位の同期が行われるときに反映されます。この同期までは、代理主催者として修正された
電子メール アドレスを持つ参加者を指定したり、代理人として会議をスケジュールしたりす
ることはできません。

ステップ 3

オーディオ接続タイプを選択します。
（注）
オーディオ オプションは、会議タイプを変更することによってのみ、スケジューリン
グ ページから変更できます。使用できるオプションは緑色のチェックマークで示され
ます。利用できないオプションは、赤い十字で示されます。[今すぐミーティング（Meet
Now）] を使用して会議を開始するときは、会議タイプを変更できません。
• [WebEx Audio] ：このオーディオ接続モードにより、ミーティングの主催者と参加者は、招
待メールのメッセージに記載されたリンクを使用してオンライン ミーティングに参加できま
す。ミーティングに接続すると、ミーティングに対して発信するか、あるいは [コールバッ
ク（Call Me）] 機能を使用して提供していた番号で発信を受け取るかのいずれかが可能にな
ります。このオプションを使用するには、主催者が [今すぐミーティング（Meet Now）] 機能
を使用するか、またはスケジューラを使用するか、いずれかの方法でミーティングをスケ
ジュールする必要があります。
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• [パーソナル会議] ：このオーディオ接続モードにより、ミーティングの主催者がいつでも
Cisco WebEx Meetings の音声会議を迅速に開始することができます。会議の主催者と参加者
が同じコールイン番号をダイヤルし、アクセスコードを入力すると音声会議が開始されま
す。システムが、オンライン ミーティングのリンクを記載した電子メールをミーティングの
主催者に送ります。主催者がオンライン ミーティングの開始を選択すると、出席者はオンラ
イン ミーティングを使用して情報の共有や、1 つのアイデアについての共同作業が行えるよ
うになります。ミーティングの主催者が、あらかじめパーソナル会議ミーティングをスケ
ジュールしておく必要はなく、アクセスコードが一度生成されると変更は発生しません。
（注）

ステップ 4

パーソナル会議オプションを使用するには、パーソナル会議アカウントと主催者暗証番
号を持っている必要があります。

（任意） WebEx ミーティングの場合は、会議パスワードを入力します。
• 会議を非公開にする場合は、パスワードを入力します。出席予定者は、すでに WebEx アカ
ウントにサインインしている場合以外は、会議に参加するために会議パスワードを入力する
必要があります。
• セキュリティを強化するには、[電子メールの招待状からパスワードを除外する（Exclude
password from email invitation）] をオンにします。「パスワードの除外」により、会議の詳細
情報ページや電子メールの招待状にパスワードが表示されなくなります。ミーティングの主
催者であれば、出席予定者とリクエストした対象者にパスワードを個別に送るかどうかを選
択するができます。

ステップ 5

（任意） 会議の開始時に記録が自動的に開始されるようにするには、[この会議を記録（Record
this meeting）] を選択します。
（注）
主催者が参加者として参加し、主催者のロールを引き受ける場合、会議は自動的に開始
されません。この場合は、主催者が手動で記録を開始する必要があります。

ステップ 6

（任意） 認証されたユーザだけが会議に参加できるようにするには、[参加者はこの会議に参加
する前にシングルサインオン認証でサインインする必要がある（Require attendees to sign in with
single sign-on authentication before joining this meeting）] を選択します。ゲストは参加できません。
（注）
シングル サインオン（SSO）がシステムに設定されており、かつシステム管理者が出席
者の SSO 認証を有効にしている場合のみ、このチェックボックスが有効になります。

ステップ 7

（任意） 認証され、招待されたユーザだけが会議に参加できるようにするには、[会議を招待さ
れた参加者のみに制限する（Restrict meeting to invited attendees only）] を選択します。
（注）
シングル サインオン（SSO）がシステムに設定されており、かつシステム管理者が出席
者の SSO 認証を有効にしている場合のみ、このチェックボックスが有効になります。

ステップ 8

[スケジュールを決定（Schedule It!）] を選択します。
会議の詳細情報ページに、会議がスケジュールされていることを確認するメッセージが表示され
ます。
（注）
（注）

会議の最長時間は 24 時間で
す。
スケジュールされたメンテナンス期間中または将来のメンテナンス期間がスケジュール
されているときは、会議をスケジュールできません。
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関連トピック
定期的なパターンのサポート, （49 ページ）
ミーティングの編集, （47 ページ）
会議のキャンセル, （49 ページ）

WebEx サイト経由でミーティングを開始する
はじめる前に
WebEx ミーティングを開始するには、主催者がライセンスを持っている必要があります。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

開始する会議を検索します。
ヒント
[スタート（Start）] ボタンは、会議を開始が許容される時間にのみ緑色で表示されま
す。

ステップ 3

[スタート（Start）] を選択します。

ステップ 4

（任意） 開始する会議が定期的な会議の一部である場合は、次に開催される会議を一連の会議に
含まれるものとして開始することを確認します。
会議が開始されます。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 5以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

5

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。

インスタント ミーティングの開始
はじめる前に
インスタント WebEx ミーティングを開始するには、主催者がライセンスを持っている必要があり
ます。

手順
ステップ 1

[会議（Meetings）] ページの上部にある [今すぐミーティング（Meet Now）] を選択します。

ステップ 2

会議の詳細情報（会議に招待する人の名前や電子メール アドレスなど）を入力します。

ステップ 3

（任意） [会議パスワード（Meeting Password）] フィールドが表示される場合は、次の手順を実
行します。
• 入力しているパスワードを表示する場合は、[実際のパスワードを表示する（Show actual
password）] をオンにします。
• セキュリティを強化するには、[電子メールの招待状からパスワードを除外する（Exclude
password from email invitation）] をオンにします。「パスワードの除外」により、会議の詳細
情報ページや電子メールの招待状にパスワードが表示されなくなります。ミーティングの主
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催者であれば、出席予定者とリクエストした対象者にパスワードを個別に送るかどうかを選
択するができます。
ヒント

ステップ 4

パスワード フィールドが表示されない場合は、アカウント設定で会議パスワードが設
定されていないか、管理者がパスワードを必要とするように WebEx システムを設定し
ていない可能性があります。インスタント ミーティングのパスワードを設定するオプ
ションを使用する場合は、[マイアカウント（My Account）] を選択し、[今すぐミーティ
ング設定（Meet Now Settings）] セクションにパスワードを入力します。会議を設定す
るときには、いつでもパスワードを変更できます。

[スタート（Start）] を選択します。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 6以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。

インスタント メッセンジャから会議を開始
WebEx Productivity Tool をインストールすると、サポートされているインスタント メッセンジャ
クライアントからチャットを開始するたびに [WebEx（WebEx）] タブが表示されます。関連する
オプションを選択することで、会議を開始したり、WebEx ミーティングにユーザを招待すること
ができます。

はじめる前に
このリリースの Cisco WebEx Productivity Tool は、次のインスタント メッセンジャ クライアント
と統合されます。
6

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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• Lync 2010（32 ビット）
• Lync 2013（32 ビット）
• Microsoft Office Communicator 2007
• Microsoft Office Communicator 2007 R2
インスタント WebEx ミーティングを開始するには、主催者がライセンスを持っている必要があり
ます。

手順
ステップ 1

インスタント メッセンジャ クライアントを開き、名簿からユーザを選択します。
上部にある [WebEx（WebEx）] タブにチャット ウィンドウが開きます。

ステップ 2

会議を開始するには、[WebEx（WebEx）] タブの [会議の開始（Start Meeting）] ボタンを選択しま
す。
Cisco WebEx Meetings が起動します。

ステップ 3

ユーザを会議に招待するには、IM 名簿からそのユーザを選択します。
上部にある [WebEx（WebEx）] タブにチャット ウィンドウが開きます。

ステップ 4

[WebEx（WebEx）] タブから [会議に招待（Invite to Meeting）] を選択します。
会議のリンクがユーザに送信されます。
（注）
すでに別のインターフェイス（Web サイト、Outlook 連携など）から WebEx ミーティン
グを開始している場合でも、インスタント メッセンジャ クライアントで、IM 名簿から
ユーザを選択し、[会議に招待（Invite to Meeting）] ボタンを使用することで、ユーザを
招待できます。

他ユーザによるミーティングのスケジュールの許可方法
Outlook 向け WebEx Productivity Tool を使用して自分の代理でミーティングをスケジュールする権
限を 1 人以上のユーザに付与することができます。自分に代わって他のユーザがミーティングを
スケジュールしても、ミーティングはミーティング一覧に表示されます。自分自身でミーティン
グをスケジュールしたときと同じように、ミーティングを開始し主催することができます。

はじめる前に
このタスクは、次のことを前提としています。
• Microsoft Outlook および Outlook 向け WebEx Productivity Tool の両方がインストールされてい
ること。
• 自分の代わりにミーティングをスケジュールするユーザが、自分の WebEx サイトのアカウ
ントを持っていること
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• 会議をスケジュールするには、主催者がインストールされたライセンスまたは一時ライセン
スを持っている必要があります。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

右上の [マイアカウント（My Account）] を選択します。
[マイアカウント（My Account）] ページが表示されます。

ステップ 3

[セッション オプション（Session Options）] セクションまで下にスクロールします。

ステップ 4

スケジュール権限を付与するためには、自分の代理でミーティングをスケジュールすることを許
可するユーザの電子メールアドレスを入力します。

ステップ 5

[アップデート（Update）] を選択します。

会議の検索
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ステップ 2

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

[すべてのミーティング（All meetings）] タブを選択します。
デフォルトでは、[すべてのミーティング（All meetings）] ページには、自分が主催者であるミー
ティングが、進行中のもの、開催予定のもの、スケジュールした開始時間は過ぎたが実際にはま
だ開始されていないものを含めて最大50件表示されます。招待されているミーティングの一覧を
表示する場合、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。
デフォルトでは、[すべてのミーティング（All meetings）] ページには、この先 3 カ月以内に開催
される自分が主催者であるミーティングが、進行中または開催予定のものを含めて最大50件表示
されます。招待されているミーティングの一覧を表示する場合、ドロップダウンリストからこの
オプションを選択します。
ミーティングがすでに開始し終了している場合は、[ミーティング（Meeting）] ページから削除さ
れます。記録が利用可能であるミーティングの場合、[記録（Recording）] ページで確認できます。

ステップ 3

検索パラメータを入力します。
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日付範囲選択、主催者名入力またはトピックにより、ミーティングを検索できます。
ステップ 4

[検索] を選択します。
検索結果はミーティング リストに反映されます。

ステップ 5

さらに多くの結果を表示する場合は、[より多くの会議を表示（Show more meetings）] を選択しま
す。

ミーティングの編集
このタスクでは、1 回分のミーティングを編集する方法について説明します。定期ミーティング
を編集するには、 定期ミーティングの編集トピックを参照してください。

はじめる前に
定期ミーティングを更新すると、すべての回のミーティングも更新します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

編集するミーティングの議題を選択します。
ミーティングの詳細ページが表示されます。

ステップ 3

[編集（Edit）] を選択します。
[WebEx ミーティングの編集（Edit WebEx Meetings）] ページが表示されます。

ステップ 4

ミーティングのパラメータを変更します。

ステップ 5

保存のオプションを選択します。
• [保存して出席予定者に更新を通知する（Save and Notify Updated Invitees）] ：更新を保存し、
更新された出席予定者に対してミーティングが更新された旨の通知を送信します。
• [保存のみ（Save Only）] ：更新は保存されますが、出席予定者に対してミーティングが更新
された旨の通知は送信されません。
ミーティングの更新を確認するメッセージと共にミーティングの詳細ページが表示されます。

関連トピック
定期的なパターンのサポート, （49 ページ）
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定期ミーティングの編集, （48 ページ）

定期ミーティングの編集
ヒント

ミーティングを Microsoft Outlook でスケジュールしていた場合は、Outlook でミーティングを
編集して Outlook の予定表とミーティング情報が同期していることを確認します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

編集するミーティングの議題を選択します。
ミーティングの詳細ページが表示されます。

ステップ 3

[編集（Edit）] を選択します。

ステップ 4

一連の定期ミーティングのうち、この 1 回のみを編集するのか、定期ミーティング全体を編集す
るのかを選択します。
[ミーティングの編集（Edit Meeting）] ページが表示されます。
（注）

一連のミーティングのうち 1 回に編集を加える場合、この開催分には新しいミーティン
グ ID がサーバから割り当てられます。ただし、古いミーティング ID とリンクはまだ有
効であるため、結果として 1 つのミーティングのために 2 つの別の会議室が使用可能な
状態になります。出席予定者が古い [ミーティングに参加する] リンクを使用して参加し
たり番号で参加したりすると、その出席予定者は更新されたミーティングリンクを使用
して参加した出席予定者を見ることも見られることもできません。すべての出席予定者
に、新しいミーティング ID のリンクを記載したミーティング更新メールを送信するこ
とが、非常に重要です。
一連のミーティングから 1 回分のみを削除し、その後、ミーティング全体を編集する
と、削除された 1 回のミーティングはミーティング リストに復活します。

ステップ 5

ミーティングのパラメータを変更します。

ステップ 6

保存のオプションを選択します。
• [保存して出席予定者に更新を通知する（Save and Notify Updated Invitees）] ：更新を保存し、
更新された出席予定者に対してミーティングが更新された旨の通知を送信します。
• [保存のみ（Save Only）] ：更新は保存されますが、出席予定者に対してミーティングが更新
された旨の通知は送信されません。
ミーティングの更新を確認するメッセージと共にミーティングの詳細ページが表示されます。
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会議のキャンセル
ミーティングの詳細ページから自分でスケジュールしたミーティングを取り消すことができます。
ミーティングの取り消すには、ミーティングページのミーティング一覧から削除します。

ヒント

ミーティングを Microsoft Outlook でスケジュールしていた場合は、Outlook でミーティングを
取り消して Outlook の予定表とミーティング情報が同期していることを確認します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

ミーティングの議題を選択するか、電子メールの確認メッセージのリンクを選択してミーティン
グ詳細ページへ移動します。

ステップ 3

[削除（Delete）] を選択します。
ミーティング一覧上で 1 人以上の参加者が招待されていれば、[ミーティング削除の確認（Confirm
Delete Meeting）] ダイアログ ボックスが表示されます。

ステップ 4

[削除（Delete）] を選択します。
• このミーティングが定期的なミーティングの一部である場合、この開催のみ削除するか、一
連のミーティング全体を削除するかを選択します。
• このミーティングに出席予定者がいる場合、すべての出席予定者にキャンセルの電子メール
メッセージを送るかどうかを選択します。
ミーティングを削除したことを示す確認メッセージが表示されます。

ステップ 5

参加者を招待していたミーティングのリストについて、キャンセルの電子メール メッセージをす
べての招待者に送信するかしないかを選択して、[OK] を選択します。

定期的なパターンのサポート
月次の社内ミーティングや週次の進捗ミーティングなど、定期的に開催するミーティングがある
場合、定期ミーティングとして設定することができます。定期ミーティングのスケジュールによ
り、一度のミーティング設定ですべてのミーティングを繰り返し設定することができます。
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（注）

1 回目のミーティングが 2 回目のミーティングの開始後に終了するなど、定期ミーティングを
連続する中でオーバーラップが発生する場合は、2 回目のミーティングを開催が一連の予定か
ら削除されます。一覧に表示される次のミーティングは、3 回目のミーティングになります。
このような事象を避けるには、1 回目のミーティングでもともと割り当てられた時間を超過し
ないようにしてください。
次の表にサポートされる WebEx 定期的なパターンを示します。
タイプ

説明

[毎日(Daily)]

選択した終了日まで毎日ミーティングを繰り返
します。
• [[x] 日ごと] ：指定した日数ごとにミーティ
ングを繰り返します。
• [平日毎日] ：月曜日金曜日まで毎日ミー
ティングを繰り返します。

[毎週（Weekly）]

選択した終了日まで毎週ミーティングを繰り返
します。
• [[x] 週おきに] ：指定した週数おきに選択
した曜日のミーティングを繰り返します。

月1回

選択した終了日まで毎月ミーティングを繰り返
します。
• [[x} ヵ月ごと [x] 日に] ：ミーティングを繰
り返す特定の日付と、ミーティングを繰り
返すまでに経過する月数を指定します。
• [[x] ヵ月ごと [x] 週目の [x] 曜日] ：ミー
ティングを繰り返す特定の週と曜日、およ
びミーティングを繰り返すまでに経過する
月数を指定します。

終了

• [終了日なし] ： 10 年間ミーティングを繰
り返します。
• [に終了] ：ミーティングを開催する最後の
日を指定します。
• [[x] 回で終了] ：一連の会議の回数を指定
し、その回数を超えた会議の繰り返しを停
止します。
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関連トピック
WebEx サイト経由でミーティングをスケジュールする, （39 ページ）
ミーティングの編集, （47 ページ）
定期ミーティングの編集, （48 ページ）
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6

章

モバイル デバイスを使用したミーティング
のスケジュールまたは参加
モバイル デバイスを使用して、任意の場所からミーティングをスケジュールしたり、ミーティ
ングに参加したりできます。Cisco WebEx アプリをモバイル デバイスにダウンロードしてサービ
スを有効にし、通常の方法で Cisco WebEx にサインインすると、ミーティングのスケジュールや
参加が可能になります。
• モバイル デバイス上に Cisco WebEx Meetings をダウンロード, 53 ページ
• モバイル デバイスの Cisco WebEx Meetings の有効化, 54 ページ
• モバイル デバイスを使用した WebEx へのサインイン, 54 ページ
• モバイル デバイスでミーティングを開始, 55 ページ
• モバイル デバイスでミーティングに参加, 55 ページ
• モバイル デバイスへの SSL 証明書のインストール, 56 ページ

モバイル デバイス上に Cisco WebEx Meetings をダウン
ロード
Cisco WebEx サイトにアクセスし、ページの右上にある [ダウンロード（Downloads）] を選択しま
す。モバイル デバイス用 WebEx セクションに移動し、[続行（Continue）] を選択します。有効化
する電子メールが送信されます。
• Apple の iPhone や iPad の場合：電子メールのリンクを使用し、Apple Store からアプリをダウ
ンロードしてください。別の方法としては、iPhone または iPad で App Store を起動し、「Cisco
WebEx Meetings」で検索してください。このアプリは、Meet Anywhere のカテゴリで見つけ
ることができます。
• Android デバイスの場合：Google Play または提供された別のリンクからアプリをダウンロー
ドしてください。
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（注）

WebEx サイトでモバイル デバイス用 WebEx のダウンロード オプションを見られるようにす
るには、管理者がシステム上でモバイル デバイス用 WebEx をダウンロードできるオプション
を設定しておく必要があります。

モバイル デバイスの Cisco WebEx Meetings の有効化
[ダウンロード（Downloads）] ページのモバイル デバイス用 Cisco WebEx オプションで [続行
（Continue）] を選択すると、有効化する電子メールがユーザのアカウントに送信されます。有効
化する電子メールのリンクを選択して有効化プロセスを完了させます。WebEx アプリをまだダウ
ンロードしていない場合、適切なサイトから WebEx アプリをダウンロードするよう、有効化リン
クに表示されます。
• Apple の iPhone や iPad の場合：アプリをダウンロードした後、電子メールに戻り、有効化リ
ンクを再度選択します。
• Android デバイスの場合：インストール後、アプリが自動的に起動します。サインインして
有効化プロセスを終了させます。

（注）

モバイル デバイスで WebEx を使用できるようにするには、組織の管理者がモバイル機能を有
効にしておく必要があります。

モバイル デバイスを使用した WebEx へのサインイン
お使いのシステムの構成によって、WebEx へのサインイン方法は異なります。サインイン プロセ
スにはアプリケーションによるガイドがありますが、ここではいくつかのヒントを記載します。
• WebEx アプリを有効化する電子メールを受け取ったら、記載されているリンクを選択し、
サービスを有効化します。そして、WebEx アカウントに関連付けられた電子メールアドレス
と WebEx のパスワードを入力し、サインインします。
• 企業 Web サイト経由でサインインするように表示された場合、WebEx サイトの URL を入力
して [次へ（Next）] をクリックし、ユーザ クレデンシャルを入力してサインインします。

ヒント

WebEx サイトがシングル サインオン（SSO）対応で設定されている場合、企
業ユーザ クレデンシャルを入力してサインインするようにしてください。
WebEx サイトがシングル サインオン（SSO）非対応で設定されている場合、
WebEx のユーザ クレデンシャルを入力してください。
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• 複数の WebEx サイトにアクセスしたことがある場合、システムにサインインした後、いず
れかのサイトを選択するように求められます。
• 招待された WebEx 会議に参加するには、電子メールの受信箱にあるミーティングの招待を
開くか、カレンダー アプリから参加します。Web ブラウザで招待されたミーティングのリン
クをタップし、WebEx を起動します。オプションで、パスワードを入力するように求められ
ます。パスワードを入力すると、ミーティングに参加できます。
ヒント

WebEx アプリにサインインしていない場合、以前にモバイル デバイスからサ
インインしたことがある場合を除き、ミーティング番号による参加のオプショ
ンはサポートされません。

モバイル デバイスでミーティングを開始
主催者として、モバイル デバイスから Cisco WebEx ミーティングのスケジュールおよび開始と他
のユーザの招待を簡単に行うことができます。

（注）

iPhone または iPad でスケジュールあるいは開始された WebEx ミーティングは、記録できませ
ん。

手順
ステップ 1

[マイミーティング（My Meetings）] 画面に移動します。

ステップ 2

[会議（Meeting）] ペインの右上隅にある [+] アイコンを選択します。

ステップ 3

会議のタイトル、日付、および時刻を入力し、目的の参加者を選択します。
会議をすぐに開始する場合、次のようにしてから会議を開始できます。

ステップ 4

会議を開始するには、[開始（Start）] を選択します。

ステップ 5

（任意） 後で開催する会議をスケジュールするには、[スケジュール（Schedule）] をタップしま
す。[マイミーティング] 画面に戻ります。

モバイル デバイスでミーティングに参加
モバイル デバイスに Cisco WebEx Meetings アプリがインストールされていることを確認し、次の
いずれかの方法を使用して WebEx ミーティングに参加します。
• WebEx ミーティングの招待電子メールにアクセスし、リンクを選択してミーティングに参加
します。
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• WebEx アカウントにサインインして、[マイミーティング（My Meetings）] ページから参加
します。
• WebEx アカウントにサインインし、ミーティング番号を入力して、[ミーティング番号で参
加（Join by Number）] 機能を使用します。

モバイル デバイスへの SSL 証明書のインストール
会社自己署名証明書を使用している場合、またはお使いの iPhone や iPad が Apple 社の信頼された
証明局のリストにない場合には、WebEx ミーティングに参加する前にモバイル デバイスに SSL
証明書をインストールする必要があります。

はじめる前に
管理者は、メールメッセージに添付した証明書ファイルを送信する必要があります。
モバイル デバイスを使用するには、アクティブな高速インターネット接続が必要です。

手順
ステップ 1

IOS の E メール アカウントで管理者からの電子メールを開き、モバイル デバイスに証明書ファイ
ルを保存します。

ステップ 2

モバイル デバイスに証明書をインストールします。
a) プロファイル インストールのページで [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) 証明書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。
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Microsoft Outlook を使用した WebEx ミーティ
ングのスケジュール
• WebEx の Outlook 連携について, 57 ページ
• Microsoft Outlook からの WebEx ミーティングのスケジュール, 58 ページ
• Microsoft Outlook からのスケジュールされた会議の開始, 61 ページ
• WebEx の Outlook 連携における定期的なパターンのサポート, 62 ページ
• 代理人について, 63 ページ
• WebEx サイトでの代理人割り当て, 64 ページ
• Microsoft Outlook での代理人割り当て, 65 ページ
• 別の主催者のミーティングやアポイントメントのスケジュール, 66 ページ
• 別の主催者のミーティングの開始, 67 ページ
• スケジュールされたミーティングの編集, 68 ページ
• Microsoft Outlook からのミーティング取り消し, 70 ページ
• ミーティングに参加する前に, 70 ページ
• 電子メールからミーティングに参加, 71 ページ
• [ミーティング（Meetings）] ページからのミーティング参加, 73 ページ
• ミーティング番号による参加, 74 ページ

WebEx の Outlook 連携について
WebEx の Outlook 連携には、Microsoft Outlook を使用してオンライン ミーティングをスケジュー
ルまたは開始するための便利な方法があります。Outlook 連携を使用すると、WebEx サイト（普
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段、オンライン ミーティングのスケジュールや参加に使用するサイト）を使用することなくアク
ティビティを実行できます。
WebEx の Outlook 連携は Microsoft Outlook 用の WebEx Productivity Tool です。管理者によって設
定されている場合、WebEx サイトの [ダウンロード（Downloads）] リンクから Productivity Tool を
インストールすることを選択できます。システム構成によっては、新しいバージョンが入手可能
になったときに Productivity Tool を自動的に更新できます。
Productivity Tool がインストールされると、Microsoft Outlook に WebEx の連携オプションが表示さ
れるため、オンライン ミーティングをすぐにスケジュールできます。

（注）

WebEx の Outlook 連携を使用する前に、次のことを確認してください。
• WebEx サイトのユーザ アカウントを持っていること
• Microsoft Outlook に精通していること
• サポートされているバージョンの Microsoft Outlook を使用していること
◦ Microsoft Outlook 2007 SP2 以降
◦ Microsoft Outlook 2010（32 ビットおよび 64 ビット エディション。すべてのサービス
パック）
◦ Microsoft Outlook 2013
ミーティングをスケジュールする場合、Outlook の任意のアドレス一覧（グローバル アドレス
一覧、個人アドレス一覧、連絡先フォルダを含む）を使用して参加者を招待できます。ミー
ティングに招待する人は、Outlook 連携を使用してミーティングに参加する必要はありません。

MicrosoftOutlookからのWebExミーティングのスケジュー
ル
WebEx の Outlook 連携を使用してオンライン会議をスケジュールするには、Outlook で新しい [会
議出席依頼（Meeting Request）] ウィンドウまたは [アポイントメント（Appointment）] ウィンド
ウを開き、会議の情報と設定を指定します。

はじめる前に
次のことに注意してください。
• Outlook 連携は、Microsoft Outlook で使用できるすべての定期オプションをサポートしている
わけではありません。
• Microsoft Outlook から送信する会議の招待状では、WebEx アカウントの設定にあるタイムゾー
ンではなく、お使いのコンピュータで設定されているタイムゾーンで会議の開始時刻が表示
されます。
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WebEx サイトでは、すべての会議の時刻が、お使いのコンピュータで設定されているタイム
ゾーンに関係なく、サイト設定で指定されているタイムゾーンで表示されます。
• Microsoft Outlook から会議をスケジュールしているため、代理主催者として招待するすべて
のユーザは 2 つの会議通知を受け取ります。
◦ 1 つは [会議への参加（Join the Meeting）] リンクによって出席予定者として招待するも
の
◦ 1 つは [会議の開始（Start the Meeting）] リンクによって代理主催者として招待するもの
出席予定者はどちらかのリンクを使用して会議に参加できます。Web から会議をスケジュー
ルする場合、代理主催者として招待するユーザには、会議を開始するためのリンクがある電
子メール通知が 1 通だけ送信されます。

手順
ステップ 1

Microsoft Outlook クライアントから、次のいずれかを実行して、新しい会議出席依頼を開きます。
• [新規（New）] > [会議出席依頼（Meeting Request）] または [新規（New）] > [アポイントメ
ント（Appointment）] を選択します。
• WebEx メニューから [会議のスケジュールの作成（Schedule Meeting）] を選択します。
WebEx メニューに [WebEx ミーティングの追加（Add WebEx Meeting）] ボールがある [会議のス
ケジュール作成（Meeting scheduling）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

議題、開始と終了の時刻などの会議の詳細情報を入力し、参加者を招待します。
会議の定期的なパターンを指定するには、[繰り返し（Recurrence）] をクリックし、定期オプショ
ンを選択します。

ステップ 3

WebEx メニューから [WebEx ミーティングの追加（Add WebEx Meeting）] を選択します。
[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスが表示されます。
（注）

[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスが表示されない場合は、WebEx
Assistant にサインインし、[WebEx ミーティングの追加（Add WebEx Meetings）] アイコ
ンを再度選択してください。

ステップ 4

（任意） 会議タイプを変更する場合は、[会議情報（Meeting Information）] セクションで会議タ
イプを選択します。
管理者が設定する会議タイプによって、その会議に関して有効になるさまざまな会議機能とオプ
ションが決定されます。たとえば、ミーティング種類ごとの記録可否などです。

ステップ 5

（任意） 会議パスワードを含める場合は、[会議情報（Meeting Information）] セクションにパス
ワードを入力します。

ステップ 6

（任意） 自分の代わりに会議を開始する権限を他のユーザに与える場合は、[代理主催者（Alternate
Host）] タブを選択し、それらのユーザを一覧から選択します。それらのユーザは、選択する前に
まず参加者の一覧に追加する必要があります。
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（注）

ステップ 7

所属部門がシングル サインオン（SSO）を採用しており、かつ管理者が主催者代理の電
子メールアドレスを変更した場合、不明な電子メールのアドレスからメッセージを受け
取る可能性があります。Exchange、Outlook、および CWMS 間で日単位の同期が行われ
て新しい電子メール アドレスが反映されるまで、主催者代理に修正された電子メール
アドレスを持つ出席者を指定したり、代理人としてミーティングをスケジュールしたり
することはできません。

（任意） [音声会議（Audio Conference）] タブで、音声会議タイプを選択します。
（注）
オーディオ オプションは、会議タイプを変更することによってのみ変更できます。使
用できるオプションは緑色のチェックマークで示されます。利用できないオプション
は、赤い十字で示されます。
• [WebEx Audio] ：このオーディオ接続モードにより、ミーティングの主催者と参加者は、招
待メールのメッセージに記載されたリンクを使用してオンライン ミーティングに参加できま
す。ミーティングに接続すると、ミーティングに対して発信するか、あるいは [コールバッ
ク（Call Me）] 機能を使用して提供していた番号で発信を受け取るかのいずれかが可能にな
ります。このオプションを使用するには、主催者が [今すぐミーティング（Meet Now）] 機能
を使用するか、またはスケジューラを使用するか、いずれかの方法でミーティングをスケ
ジュールする必要があります。
• [パーソナル会議] ：このオーディオ接続モードにより、ミーティングの主催者がいつでも
Cisco WebEx Meetings の音声会議を迅速に開始することができます。会議の主催者と参加者
が同じコールイン番号をダイヤルし、アクセスコードを入力すると音声会議が開始されま
す。システムが、オンライン ミーティングのリンクを記載した電子メールをミーティングの
主催者に送ります。主催者がオンライン ミーティングの開始を選択すると、出席者はオンラ
イン ミーティングを使用して情報の共有や、1 つのアイデアについての共同作業が行えるよ
うになります。ミーティングの主催者が、あらかじめパーソナル会議ミーティングをスケ
ジュールしておく必要はなく、アクセスコードが一度生成されると変更は発生しません。
（注）

パーソナル会議オプションを使用するには、パーソナル会議アカウントと主催者暗証番
号を持っている必要があります。

ステップ 8

[OK] を選択して、[WebEx 設定（WebEx Settings）] ダイアログボックスを閉じます。
WebEx の情報は、Microsoft Outlook のアポイントメント フォームに表示されます。

ステップ 9

[送信（Send）] を選択して会議情報を保存し、電子メールの招待状を出席予定者に送信します。
スケジュールされた会議は、Outlook の予定表と、[WebEx ミーティング（WebEx Meetings）] ペー
ジの会議一覧に表示されます。

関連トピック
WebEx の Outlook 連携における定期的なパターンのサポート, （62 ページ）
他ユーザによるミーティングのスケジュールの許可方法, （45 ページ）
別の主催者のミーティングのスケジュールについて
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Microsoft Outlook からのスケジュールされた会議の開始
手順
ステップ 1

Microsoft Outlook で、Outlook の予定表から会議のエントリをダブルクリックします。
会議の通知が表示されます。

ステップ 2

会議を開始するためのリンクを選択します。

次の作業
Chrome 32 以降または Firefox 27 以降を使用している場合、Cisco WebEx プラグインのインストー
ルを促すメッセージが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）] を選択し、指示
に従って必要なプラグインをインストールしてください。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。

Cisco WebEx Meetings Server リリース 2.8 ユーザ ガイド
61

Microsoft Outlook を使用した WebEx ミーティングのスケジュール
WebEx の Outlook 連携における定期的なパターンのサポート

WebExのOutlook連携における定期的なパターンのサポー
ト
（注）

WebEx の Outlook 連携を使用して定期的なミーティングの設定を変更する場合、その変更を一
連のミーティング全体に適用する必要があります。変更を1回のミーティングだけに適用する
場合、その変更内容は Outlook にのみ表示され、WebEx サイトには表示されません。
変更された1回のミーティングに関連しているミーティングへの参加を試みている出席予定者
には、そのミーティングの主催者がスケジュールされた時刻にミーティングを開始するために
明示的に参加している場合でも、ミーティングがまだ開始されていないという誤った通知が表
示されることがあります。
欠席した定期ミーティング インスタンスはシステムによりスキップされるという既知の問題
があります。詳細は、[ミーティングの詳細（Meeting Details）] ページに誤った情報が表示さ
れます, （126 ページ）を参照してください。
次の表に、WebEx での Outlook の定期的なパターンの処理方法を示します。
タイプ

Outlook のオプション

WebEx ミーティングのオプショ
ンに変換

毎日

[x] 日ごと

[x] 日ごと

すべての平日

すべての平日

毎週

[x] 週間ごと：[日曜日、月曜
[x] 週間ごと：[日曜日、月曜
日、火曜日、水曜日、木曜日、 日、火曜日、水曜日、木曜日、
金曜日、土曜日]
金曜日、土曜日]

毎月

[y] ヵ月ごと [x] 日に

[y] ヵ月ごと [x] 日に

毎月の [第 1、第 2、第 3、第
4、最終] 日

毎月の [1、2、3、4、31] 日

[第 1、第 2、第 3、第 4、最終] 未サポート
の平日または週末
[x] ヵ月ごとの [第 1、第 2、第
3、第 4、最終] の日曜日、月曜
日、火曜日、水曜日、木曜日、
金曜日、土曜日
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タイプ

Outlook のオプション

WebEx ミーティングのオプショ
ンに変換

年次（Yearly）

毎年 [1 月～ 12 月] [1 ～ 31]

未サポート

[1 月～ 12 月] の [第 1、第 2、
第 3、第 4、最終] の [日、平
日、週末]

未サポート

終了日なし

終了日なし

[X] 回実施後終了。

[X] 回実施後終了。これで、
ページ上の終了日に変換されま
す。

終了日（End date）

[日付入力（date input）] で終了 [日付入力（date input）] で終了

関連トピック
Microsoft Outlook からの WebEx ミーティングのスケジュール, （58 ページ）

代理人について
WebEx の Outlook 連携では、別のユーザに代わってアクティビティのスケジュールを完了する 1
人のユーザ（代理人）の概念がサポートされています。それらのアクティビティには、会議のス
ケジュール、編集、キャンセル、および開始を含めることができます。たとえば、WebEx ミー
ティングを定期的に主催する必要がある場合、アシスタントを本来の主催者の代理人として指定
して、アクティビティを完了する権限を与えることができます。
代理人を指定する前に知っておくべきこと
• WebEx サイトに代理人を指定するためのオプションが表示されていない場合は、[マイアカ
ウント（My Account）] ページで[スケジューリング権限（Scheduling Permission）] オプショ
ンを有効にします。
• 代理人は、本来の主催者の WebEx サイトに対するアクティブな WebEx 主催者アカウントも
保有している必要があります。
• WebEx サイトに対する本来の主催者のアカウントと代理人のアカウントの両方の電子メール
アドレスが Microsoft Outlook の電子メール アドレスと一致している必要があります。
• 代理人がスケジュールした会議は予定表に表示されます。それらの会議を編集する場合は、
お使いのコンピュータに WebEx の Outlook 連携がインストールされている必要があります。
• 代理人のスケジューリング権限はいつでも削除できます。

Cisco WebEx Meetings Server リリース 2.8 ユーザ ガイド
63

Microsoft Outlook を使用した WebEx ミーティングのスケジュール
WebEx サイトでの代理人割り当て

• [スケジューリング権限（Scheduling Permission）] オプションは、WebEx Audio 会議にのみ適
用されます。本来の主催者に代わって別のユーザがパーソナル会議ミーティングをスケジュー
ルすることはできません。
代理人に指定された場合に知っておくべきこと
別の主催者のミーティングをスケジュールする前に、次のことを確認してください。

（注）

• 他の主催者の代わりにミーティングをスケジュールすると、必要に応じてそのミーティ
ングを主催者に替わって開始することができます。
• 実際の主催者は、スケジューリング権限をいつでも削除できます。

関連トピック
WebEx サイトでの代理人割り当て, （64 ページ）
Microsoft Outlook での代理人割り当て, （65 ページ）
別の主催者のミーティングやアポイントメントのスケジュール, （66 ページ）
別の主催者のミーティングの開始, （67 ページ）

WebEx サイトでの代理人割り当て
次のタスクでは、WebEx サイトで代理人にスケジューリングの許可を付与する方法について説明
します。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

右上の [マイアカウント（My Account）] を選択します。
[マイアカウント（My Account）] ページが表示されます。

ステップ 3

[セッション オプション（Session Options）] セクションまで下にスクロールします。

ステップ 4

スケジューリングを許可するために、代理人として指定するユーザの電子メール アドレスを入力
します。
（注）
代理人として指定する前に、そのユーザが Cisco WebEx 内で主催者権限を持っているこ
とが必須です。

ステップ 5

[更新（Update）]をクリックします。
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次の作業
Microsoft Outlook で代理人を選択し、予定表を共有します。
関連トピック
Microsoft Outlook での代理人割り当て, （65 ページ）
代理人について, （63 ページ）

Microsoft Outlook での代理人割り当て
次のタスクでは、代理人と Microsoft Outlook の予定表を共有する方法について説明します。これ
らの手順は、Microsoft Outlook 2010 の使用を前提としています。このタスクの正確な手順は Outlook
のバージョンによって異なる場合があるため、詳細については、Outlook のヘルプ ドキュメンテー
ションを参照してください。

はじめる前に
• WebEx の [マイアカウント（My Account）] ページで、すでに代理人にスケジューリングの権
限を付与していることを確認します。
• 共有する予定表が Microsoft Outlook の個人用フォルダーに存在しないことを確認します。予
定表がパブリック フォルダーに存在する場合のみ、代理人はカレンダーにアクセスできま
す。
• 指定する代理人の名前が、Microsoft Outlook のグローバル アドレス一覧にある必要がありま
す。

手順
ステップ 1

Microsoft Outlook から [ファイル（File）] > [アカウントの設定（Account Settings）] > [代理人アク
セス（Delegate Access）] を選択します。
[代理人（Delegates）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[追加（Add）] を選択します。
[ユーザ追加（Add User）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

代理人の名前を選択し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックします。
[代理人アクセス許可（Delegate Permissions）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

カレンダーの [エディター（Editor）] を選択して、[OK] をクリックします 。

ステップ 6

[OK] を選択し、ダイアログボックスを閉じます。
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関連トピック
WebEx サイトでの代理人割り当て, （64 ページ）
代理人について, （63 ページ）

別の主催者のミーティングやアポイントメントのスケ
ジュール
はじめる前に
このタスクは、次のことを前提としています。
• 主催者の代理人としてスケジュールしている。
• 他の主催者がその予定表を自分と共有している。
• 自分が主催者の代わりに WebEx Audio ミーティングをスケジュールしている。

手順
ステップ 1

次の手順に従って、Microsoft Outlook で他の主催者のカレンダーを開きます。
a) [ファイル（File）] > [開く（Open）] > [他のユーザのフォルダー（Other User's Folder）] を選択
します。
[他のユーザのフォルダを開く（Open Other User's Folder）] ダイアログ ボックスが表示され
ます。
b) 実際の主催者の名前を入力するか、[名前（Name）] をクリックして主催者の名前を選択しま
す。
c) フォルダの種類で [カレンダー（Calendar）] を選択して [OK] をクリックします。
共有カレンダーが表示されます。
（注）

Microsoft Outlook のビューをカスタマイズしている方法に応じて、別のユーザのカレン
ダーを開く方法は複数あります。詳細については、Microsoft Outlook のヘルプを参照し
てください。

ステップ 2

複数のカレンダーが並べて表示される場合は、必ず、実際の主催者の予定表を 1 回クリックして
選択してください。

ステップ 3

Outlook で新しい会議出席依頼を開き、会議の情報と設定を指定します。

関連トピック
Microsoft Outlook からの WebEx ミーティングのスケジュール, （58 ページ）
代理人について, （63 ページ）
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別の主催者のミーティングの開始
別の主催者の会議をスケジュールすると、その他の主催者の Microsoft Outlook に確認の電子メー
ル メッセージが送信されます。このタスクを完了し、他の主催者の予定表から会議を開始しま
す。

はじめる前に
このタスクでは、他の主催者の Microsoft Outlook 予定表にアクセスできることが前提となってい
ます。

手順
ステップ 1

次の手順に従って、Microsoft Outlook で他の主催者のカレンダーを開きます。
a) Microsoft Outlook で、[ファイル（File）] > [開く（Open）] > [他のユーザのフォルダー（Other
User's Folder）] を選択します。
[他のユーザのフォルダを開く（Open Other User's Folder）] ダイアログ ボックスが表示され
ます。
b) 他の主催者の名前を入力するか、[名前（Name）] をクリックして主催者の名前を選択します。
c) フォルダの種類で [カレンダー（Calendar）] を選択して [OK] をクリックします。
共有カレンダーが表示されます。
（注）

ステップ 2

Microsoft Outlook のビューをカスタマイズしている方法に応じて、別のユーザのカレ
ンダーを開く方法は複数あります。詳細については、Microsoft Outlook のヘルプを参
照してください。

他の主催者の予定表にある会議アイテムをダブルクリックします。
確認の電子メール メッセージが表示されます。

次の作業
会議を開始するには、電子メール メッセージの指示に従い、WebEx サイトで自分の WebEx 主催
者アカウントにサインインしていることを確認します。
Chrome 32 以降または Firefox 27 以降を使用している場合、Cisco WebEx プラグインのインストー
ルを促すメッセージが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）] を選択し、指示
に従って必要なプラグインをインストールしてください。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。

スケジュールされたミーティングの編集
WebEx Outlook 連携を使用して一度ミーティングをスケジュールすれば、いつでも Outlook でミー
ティングを編集できるようになります。たとえば、開始時刻を変更する、新しいパスワードを指
定する、また、代理主催者を選択するということが可能になります。予定されている会議を編集
すると、Outlook連携が更新したミーティング招待状をすべての出席予定者に送信し、また、WebEx
サイト上の会議情報を更新します。
定期ミーティングを編集する場合、次の制限事項が適用されます。
• 一連のミーティングのうち 1 回分を更新する場合、[WebEx 会議の追加（Add WebEx Meeting）]
は選択できません。[WebEx 会議の追加（Add WebEx Meeting）] を選択できるようにするた
め、新たにミーティングをスケジュールするか、一連の定期ミーティング全体を変更するこ
とをお勧めします。
• Microsoft Outlook を使用して定期登録された WebEx ミーティングを 1 回のみリスケジュール
またはキャンセルすると、その変更は Outlook にのみ表示され、WebEx サイトには表示され
ません。たとえば、定期登録された WebEx ミーティングのうち 1 回の開始時間を Outlook で
変更すると、参加者はそのミーティングに以前の開始時間で参加します。したがって、Outlook
で定期登録されたミーティングを修正する場合には、一連のミーティング全体に変更を適用
することをお勧めします。
• 議題、参加者リスト、または場所の変更のために定期登録されたミーティングのうち 1 回を
編集してから、定期登録された一連のミーティング全体に対してミーティングのコンテンツ
を編集した場合、全体に対して発生した変更は個別に編集していたミーティングには一切反
映されません。
• Microsoft Outlook から WebEx ミーティングをスケジュールし、会議の時間が過ぎてしまった
場合、一連のミーティングの中から 1 つのインスタンスを過去のある時点にドラッグし、未
来の時点に反映させようと更新しても、そのミーティングの WebEx コンポーネントは以前
の状態を維持します。未来の時間に反映させるような更新はできません。
• 一連のミーティングのうち 1 回を編集する場合、この開催分には新しいミーティング ID が
サーバから割り当てられます。すべての出席予定者に、新しいミーティング ID のリンクを
記載したミーティング更新メールを送信することが重要です。
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はじめる前に
• WebEx サイトから WebEx ミーティングを編集すると、変更内容が Microsoft Outlook では表
示されません。WebEx ミーティングのスケジューリングと編集の両方に同じスケジューリン
グ インターフェイスを使用するようにしてください。
• Microsoft Outlook を使用して定期登録された WebEx ミーティングを 1 回のみリスケジュール
またはキャンセルすると、その変更は Outlook にのみ表示され、WebEx サイトには表示され
ません。たとえば、定期登録された WebEx ミーティングのうち 1 回の開始時間を Outlook で
変更すると、参加者はそのミーティングに以前の開始時間で参加します。したがって、Outlook
で定期登録されたミーティングを修正する場合には、一連のミーティング全体に変更を適用
することをお勧めします。

手順
ステップ 1

Microsoft Outlook の予定表で、スケジュールされているミーティングのアイテムを開きます。

ステップ 2

ミーティング情報を編集するか、ツールバーまたは [アポイントメント（Appointment）] タブのい
ずれかにあるオプションを変更します。
次に例を示します。
• WebEx ミーティング設定を変更するには、[設定の変更（Change Settings）] を選択します。
• 以前に設定した WebEx ミーティング設定を削除するには、[WebEx ミーティングのキャンセ
ル（Cancel WebEx Meeting）] を選択します。
• 定期的なパターンを追加または変更するには、[繰り返し（Recurrence）] を選択します。
• ミーティングの招待状の電子メール メッセージにあるテキストを編集するには、[アポイン
トメント（Appointment）] タブで行います。

ステップ 3

必要に応じて、次のいずれかを実行します。
• 更新されたミーティングの招待状を招待された参加者に送信し、更新されたミーティングを
Outlook の予定表に保存するには、[更新を送信（Send Update）] を選択します。
• 更新されたミーティングを Outlook の予定表に保存するには、[保存して閉じる（Save and
Close）] を選択します。
Microsoft Outlook の予定表と WebEx サイトの両方でミーティングが更新されます。
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Microsoft Outlook からのミーティング取り消し
手順
ステップ 1

Microsoft Outlook でミーティングの詳細を開きます。

ステップ 2

[削除（Delete）] を選択します。

ステップ 3

出席予定者に通知するかどうかを選択して [OK] をクリックします。

ステップ 4

確認ボックスで [OK] をクリックします。
ミーティングが Outlook の予定表と WebEx サイトから削除されます。ミーティングがサイトから
削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

ミーティングに参加する前に
このセクションでは、ミーティングに参加する際に経験する可能性があることについて説明しま
す。
システムの規模により、ミーティングに参加できる最大の人数が決まります。会議出席者の数が
最大サイズに達すると、新しいミーティングの開始やミーティングへの参加を試みるユーザには
エラーメッセージが表示され、ミーティングの開始や参加ができなくなります。ミーティングに
ダイヤル インするユーザには、最大参加者のキャパシティに達したためミーティングの開始や参
加ができないことを示す、音声による指示が聞こえます。
すべてのミーティングで、最大参加者数の半数だけがビデオを使用できます。ビデオは送信また
は受信として定義されます。つまり、ユーザは、WebEx Web カメラ ビデオまたはビデオ ファイ
ル共有オプションを使用してビデオを共有できます。
WebEx サイトが有名な認証局の証明書ではなく自己署名証明書を使用する場合は、データセン
ターを別のデータセンターに参加させた後で、ユーザは、会議を開始または会議に参加する前に、
各データセンターの証明書を信頼できるルート証明機関のストアにインストールする必要があり
ます。
Chrome 32 以降、または Firefox 27 7以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。

7

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。

電子メールからミーティングに参加
手順
ステップ 1

受信した電子メールの招待状を開き、リンクを選択します。
参加しているミーティングのミーティング詳細ページが開きます。
（注）

ステップ 2

一連の定期ミーティングのうち 1 回のミーティングに参加している場合、ミーティング
詳細のページで謝った日付を反映している可能性があります。これは既知の問題であ
り、このページから現在のミーティングに参加することには影響しません。

要求された場合は、必要な情報を入力します。入力が必要とされる詳細には次の内容を含みます。
• 名前：ミーティング中に識別するために使用する参加者名を入力します。
• 電子メールアドレス：次の形式でメール アドレスを入力します：name@your_company例：
msmith@company.com
• ミーティング パスワードを会議：ミーティング のパスワードを入力します。ミーティング
の主催者は、電子メールの招待状にパスワードを記載しているか、セキュリティ上の理由か
ら別の方法でパスワードを提供しています。
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ステップ 3

[参加（Join）] を選択します。
• すでにログインしている場合、またはこの WebEx サイトにアカウントを持っていない場合
には、ミーティング クライアントが起動するのを待ちます。
• ログインしていなくともこの WebEx サイトのアカウントを持っている場合、ミーティング
に参加する前にシステムによってユーザ クレデンシャルを入力できるログイン ページにリ
ダイレクトされます。
（注）
シングル サインオン（SSO）対応でサイトが構成されている場合、ログイン ペー
ジは会社の SSO サイトになります。シングル サインオン（SSO）対応でサイトが
構成されていない場合、WebEx のログイン ページでログインします。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 8以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。
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システムで自動的に表示がされない場合には、[音声会議（Audio Conference）] を選択して、音声
でミーティングに参加してください。

[ミーティング（Meetings）] ページからのミーティング
参加
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

今日の一覧でミーティングを探します。
ミーティングが表示されていない場合は、[すべてのミーティング（All meetings）] タブを選択し、
検索パラメータを入力して検索します。

ステップ 3

[参加（Join）] を選択します。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 9以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをインス
トールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
システムで自動的に表示がされない場合には、[音声会議（Audio Conference）] を選択して、音声
でミーティングに参加してください。
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ミーティング番号による参加
Cisco WebEx にログインしているかどうかに関わらず、ミーティング番号を使用して会議に参加
できます。

手順
次のいずれかを実行します。
条件
すでに WebEx サイトにログインしている場合

操作手順
1 [ミーティング（Meetings）] タブを選択して
[ミーティング（Meetings）] ページにいるこ
とを確認します。
2 [ミーティング番号で参加（Join by Number）]
を選択します。
3 ミーティング番号を入力します。
4 要求された場合は、ミーティング パスワー
ドを入力します。
5 [参加（Join）] を選択します。

WebEx サイトにログインしていない場合

1 Web ブラウザを起動し、WebEx サイトに移
動します。
2 ヘッダーの右上にある [ミーティング番号で
参加（Join by Number）] リンクを選択しま
す。
3 [ミーティング番号で参加（Join by Number）]
ページで要求される情報を入力します。
4 [参加（Join）] を選択します。
ヒント

/orion/join で終わるパブリックな
WebExサイトからも [ミーティング番
号で参加（Join by Number）] ページ
にアクセスできます。例：
https://<public site
url>/orion/join

Cisco WebEx Meetings Server リリース 2.8 ユーザ ガイド
74

Microsoft Outlook を使用した WebEx ミーティングのスケジュール
ミーティング番号による参加

Chrome 32 以降、または Firefox 27 10以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをイン
ストールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。
（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを
選択し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオン
にし、[完了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン
アイコンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。

トラブルシューティングのヒント
ミーティング番号を使用してミーティングに参加することができない場合は、以下の操作を行い
ます。
• 正しいミーティング番号を入力していることを確認します。
• ミーティングに参加する正しい時間であることを確認します。
• 情報が正しければ、[ミーティング（Meetings）]ページでミーティングを検索し、リンクから
参加します。
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ブラストダイヤル ミーティングの開始また
は参加
ブラストダイヤル機能を使用すると、ミーティングの主催者は、事前に決まっているグループの
人々とすぐにミーティングを開始できます。
• グループと参加者テンプレートのダウンロード, 77 ページ
• ブラストダイヤル ミーティングの開始, 78 ページ
• ブラストダイヤル ミーティングへの参加, 80 ページ

グループと参加者テンプレートのダウンロード
ブラストダイヤル グループの主催者は、グループと参加者のテンプレートをダウンロードするた
めのリンクを使用します。完成したテンプレートをブラストダイヤル グループを作成する管理者
に送信します。

重要

ブラストダイヤル グループの主催者に指定された人だけがこれらのテンプレートをダウンロー
ドし完成させる必要があります。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。

ステップ 2

[マイアカウント（My Account）] リンクを選択します。

ステップ 3

[ブラストダイヤル情報（Blast Dial Information）] セクションで、[グループ テンプレート
（GroupTemplate）] リンクを選択し、主催者が新しいブラストダイヤル グループのグループ名や
主催者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。
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ヒント

• ルート パターンとコールイン番号のフィールドは空白のままにすることができま
す。管理者がブラストダイヤル グループごとにルート パターンとコールイン番号
を設定します。
• ブラストダイヤル ミーティングのオンラインで開始する予定がある場合は、ミー
ティングのセキュリティをさらに強めるためにミーティング パスワードの入力を
検討してください。
• 大規模なブラストダイヤル グループの場合、高いミーティングエクスペリエンス
を提供するため、ミーティング参加 [インジケータ（Indicator）] で [呼出音なし（No
Tone）] の選択を検討してください。
• [無制限の呼出の試行（Unlimited Call Attempts）] オプションは、ブラストダイヤル
ミーティングにすべての参加者の参加が必須であるインスタンスのために提供され
るオプションです。
• ミーティングのセキュリティを最も厳しくする場合、主催者暗証番号と参加者暗証
番号を 10 桁にすることを検討してください。

ステップ 4

[参加者テンプレート（ParticipantsTemplate）] リンクを選択し、主催者が新しいブラストダイヤル
グループの参加者に電子メールアドレスなどの情報を提供するために使用するテンプレートをダ
ウンロードします。
• 内部参加者、つまり会社の電子メールアドレスを持つユーザに必要なのは電子メー
ヒント
ルアドレスのみです。
• 内部参加者を、ブラストダイヤルミーティングを開始できる主催者にするには、
ISHOST のカラムに「Y」を入力します。
• ブラストダイヤル グループごとに少なくとも 1 名の内部参加者が主催者に指定さ
れている必要があります。
• 外部参加者については、姓名、電子メールアドレス、および電話番号を入力しま
す。外部参加者の電話番号を入力しないと、主催者がブラストダイヤル ミーティ
ングを開始したときにシステムがこの参加者に自動的に発信することができませ
ん。参加者はコールイン番号にダイヤルし、参加者暗証番号を入力してミーティン
グに入る必要があります。

ステップ 5

それぞれのテンプレートの上部に表示される指示に従って、必要な情報を入力します。

ステップ 6

ブラストダイヤル グループを作成した管理者に完成したテンプレートを送信します。

ブラストダイヤル ミーティングの開始
この機能を使用すると、事前設定されたユーザ グループによって会議をすばやく開催できます。
主催者はいつでもブラストダイヤルミーティングを開始できます。主催者がコールインアクセス
番号をコールして主催者暗証番号を入力すると、参加者リストのメンバーへのコールが自動的に
開始されます。音声のみのブラストダイヤル ミーティングの場合は、最後の人がコールを終了す
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ると会議が終了します。オンラインブラストダイヤルミーティングの場合は、主催者が会議のオ
ンライン部分を終了すると会議が終了します。

（注）

オンライン ブラストダイヤル ミーティングでは、主催者は会議のオンライン部分を編集また
は削除できず、参加者は主催者より先に会議に参加できません。

はじめる前に
• ブラストダイヤル ミーティングを開始するには、ブラストダイヤル主催者として設定する必
要があります。
• ライセンスを持つ主催者だけがブラストダイヤル ミーティングを開始できます。
• 管理者がブラストダイヤル グループを作成すると、コールイン番号と主催者暗証番号（設定
されている場合）が記載された電子メール通知が主催者に送信されます。
• 管理者がブラストダイヤル グループを作成すると、コールイン番号と参加者暗証番号（設定
されている場合）が記載された電子メール通知が参加者に送信されます。
• [マイ アカウント（My Account）] ページの [ブラストダイヤル情報（Blast Dial Information）]
セクションに、主催者または参加者となっているブラストダイヤル グループのコールイン番
号と暗証番号情報が記載されます。
• 主催者は、進行中のブラストダイヤル ミーティングにコールし、主催者暗証番号または参加
者暗証番号を入力して会議に参加することができます。

（注）

主催者暗証番号を保護します。コールイン番号と主催者暗証番号を知っている人は誰でも、ブ
ラストダイヤル ミーティングに参加または開始できます。
ブラストダイヤル ミーティングのオーディオ部分において、電話機またはモバイル デバイスの
キーパッドで次のオーディオ キー ショートカットを入力できます。
• *1：ダイヤルアウト（主催者のみ）
• *5：ロックまたはロック解除（主催者のみ）
• *6：自分をミュートまたは自分のミュートを解除
• ##：すべての参加者をミュート（主催者のみ）
• 99：すべての参加者のミュートを解除（主催者のみ）
• *#：参加者数のカウントを実行
• #7：会議を終了（主催者のみ）
• **：DMTF ヘルプ
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（注）

オーディオ キー ショートカットは、ブラストダイヤル ミーティングのオーディオ部分でのみ
使用できます。主催者が会議のオンライン部分を開始したら、会議クライアントでこれらのア
クションを完了する必要があります。

手順
ステップ 1

主催者は、電子メール通知または [マイアカウント（My Account）] ページに示されているコール
イン番号をコールします。

ステップ 2

主催者暗証番号を入力します。
会議はすぐに開始されます。システムは、このブラストダイヤル グループの参加者リストを自動
的にコールし、会議の Web 部分の URL が記載された電子メール通知を送信します。
ブラストダイヤル グループに複数の主催者がに設定されている場合、アクセス番号を
コールして主催者暗証番号を最初に入力した主催者が会議の主催者になります。他の主
催者は、システムによって生成されたブラストダイヤル コールに応答して会議に参加
し、主催者暗証番号を入力します。
（任意） 電子メール通知の URL を選択することにより、会議のオンライン部分を開始します。
（注）
主催者権限を持つユーザは、会議のオンライン部分を開始できま
す。
（任意） 会議のオンライン部分にアクセスするときは、必要に応じて、会議パスワードを入力し
ます。このパスワードは、電子メール通知に記載されています。
（注）

ステップ 3

ステップ 4

ブラストダイヤル ミーティングへの参加
システムにより、参加者はブラストダイヤル会議に参加するよう呼び出されます。参加者がその
発信を逃した場合、または進行中のブラストダイヤル ミーティングに参加する場合には、招待状
の電子メールに記載されたコールイン番号にダイヤルし、参加者暗証番号を入力します。

（注）

Cisco WebEx Meetings の他のタイプとは異なり、ブラストダイヤル ミーティングは会議に参加
した最後の人が通話を終了するか電話を切るまで続きます。

はじめる前に
• 主催者がブラストダイヤル グループの参加者リストに参加者を追加すると、コールイン番
号、参加者暗証番号（必要な場合）およびミーティング パスワード（必要な場合）を記載し
た電子メール通知が参加者に送信されます。
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• [マイ アカウント（My Account）] ページの [ブラストダイヤル情報（Blast Dial Information）]
セクションに、主催者または参加者となっているブラストダイヤル グループのコールイン番
号と暗証番号情報が記載されます。
• 主催者暗証番号を持つ主催者のみがブラストダイヤル ミーティングを開始できます。
• 主催者のみがブラストダイヤル ミーティングのオンライン ミーティングを開始できます。

（注）

主催者暗証番号を保護します。コールイン番号と主催者暗証番号を知っている人は誰でも、ブ
ラストダイヤル ミーティングに参加または開始できます。同様に、コールイン番号と参加者
暗証番号を知っている人は誰でも、進行中のブラストダイヤル ミーティングに参加できます。

手順
ステップ 1

ブラストダイヤルからの発信に応答するときに、ミーティングに参加するための参加者暗証番号
を入力します。
主催者でありながらミーティングを開始しなかった場合には、ブラストダイヤルからの発信に応
答するときに主催者暗証番号または参加者暗証番号のいずれかを入力してミーティングに参加し
ます。
音声会議に接続しています。

ステップ 2

ステップ 3

（任意） オンライン ミーティングに参加するには、招待状の電子メールに記載されている URL
を選択します。
（注）
参加者が参加する前に、主催者がオンライン ミーティングを開始している必要があり
ます。
（任意） 必要に応じてミーティング パスワードを入力します。
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ミーティング記録の管理
サーバ上の記録したミーティングが自動的に [ミーティング記録（Meeting Recordings）] ページ
に一覧表示されます。
表示される記録は、自分がスケジュールしたミーティングに限定されます。特定のミーティング
の代理主催者の場合、[記録（Recordings）] ページにはそれらの記録は表示されず、ミーティン
グや記録を開始したユーザである場合でも、記録の準備ができたときに電子メール通知が届きま
せん。自分がスケジュールしていないミーティングの記録が必要な場合は、ミーティング スケ
ジューラにお問い合わせください。
• ミーティングの記録, 83 ページ
• 記録を探す, 84 ページ
• ミーティング記録の再生, 85 ページ
• ミーティング記録または WebEx ネットワーク記録プレーヤーのダウンロード, 86 ページ
• ミーティング記録の共有, 87 ページ
• ミーティング記録の削除, 88 ページ

ミーティングの記録
会議に参加できなかった人または興味を持つ人と会議の内容を共有する最適な方法は、会議を記
録することです。自分がスケジュールした会議については、WebEx サイトの [記録（Recordings）]
ページで記録した会議のリンクを検索できます。会議の主催者だけが記録する権限を持ちます。
管理者がこの機能を有効にしている場合、記録が開始されると、アナウンスが再生され、会議を
記録中であることが参加者全員に通知されます。記録の開始後に参加した人には、会議が記録中
であることを通知するメッセージが再生されます。
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記録を探す

（注）

会議を Web から開始していない場合は、パーソナル会議の記録を開始できません。
[会議スケジュールの作成（Schedule Meeting）] ページで [この会議を記録（Record this meeting）]
オプションを選択する場合は、次の注意事項が適用されます。
• 音声のみの会議（電話ユーザのみが参加する PCN ミーティングと WebEx ミーティング）
については、このオプションはサポートされません。記録が自動的に開始されるように
するには、主催者または代理主催者が Web から会議を開始する必要があります。
• 参加者が最初に（主催者または代理主催者が Web から会議を開始する前に）会議に参加
した場合、記録は自動的に開始されません。主催者と代理主催者だけが記録する権限を
持ちます。このシナリオでは、主催者が手動で記録を開始できます。
• 主催者が参加者として会議に参加し、主催者キーを使用して主催者のロールを引き受け
る場合、記録は自動的に開始されません。このシナリオでは、主催者が手動で記録を開
始できます。

手順
会議を記録するには、会議ウィンドウの右上にある [記録（Record）] を選択します。
記録はすぐに開始されます。会議中に記録を停止して再開できますが、それにより複数の記録ファ
イルが作成されます。複数のファイルを作成しないようにするには、必要に応じて記録を単に一
時停止し、再開します。会議の最後に、記録がファイルに保存されます。

記録を探す
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

[記録（Recordings）] タブを選択します。
[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページが利用可能な記録の一覧とともに表示されま
す。

ステップ 3

検索条件を入力して [検索] を選択します。
検索結果は記録 リストに反映されます。
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ミーティング記録の再生

ミーティング記録の再生
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

[記録（Recordings）] タブを選択します。
[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページが利用可能な記録の一覧とともに表示されま
す。

ステップ 3

アクセスする場所にミーティング記録を設置します。
ヒント
ミーティング一覧が長すぎる場合、使用可能なボックスに検索する言葉を入力して [検
索（Search）] を選択し、記録を検索します。

ステップ 4

記録を再生するには、次のいずれかを実行します。
• トピック名を選択します。
• [オプション] カラムのドロップダウン矢印を選択し、[再生（Play）] を選択します。
記録は別ウィンドウで起動されます。

次の作業
Chrome 32 以降、または Firefox 27 11以降を使用している場合は、Cisco WebEx プラグインをイン
ストールするように求めるプロンプトが表示されることがあります。[ダウンロード（Download）]
を選択し、手順に従って必要なプラグインをインストールします。
* このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメント
の公開時点で確定していません。

11

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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ミーティング記録または WebEx ネットワーク記録プレーヤーのダウンロード

（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
再生が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。

ミーティング記録または WebEx ネットワーク記録プレー
ヤーのダウンロード
ローカル デバイスで再生する、または将来の参照用にローカルに保存するためにミーティングの
記録をダウンロードします。

（注）

データセンターに接続するためミーティングの記録を保存するよう通知を受け取った場合、記
録をローカル PC にダウンロードしてください。

手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ステップ 2

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

[記録（Recordings）] タブを選択します。

Cisco WebEx Meetings Server リリース 2.8 ユーザ ガイド
86

ミーティング記録の管理
ミーティング記録の共有

[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページが利用可能な記録の一覧とともに表示されま
す。
ステップ 3

アクセスする場所にミーティング記録を設置します。
ヒント
ミーティング一覧が長すぎる場合、使用可能なボックスに検索する言葉を入力して [検
索（Search）] を選択し、記録を検索します。

ステップ 4

[オプション] カラムでドロップダウン矢印を選択し、[ダウンロード（Download）] を選択します。
WebEx は、記録ファイルをダウンロードする準備をします。WebEx ネットワーク記録プレーヤー
をダウンロードしていない場合は、[プレーヤーをダウンロード（Download Player）] を選択する
ことでダウンロードできます。
Cisco WebEx サイトの右上隅の[ダウンロード（Downloads）] リンクからも WebEx ネッ
トワーク記録プレーヤーをダウンロードできます。
（任意） 記録をダウンロードしたら、ブラウザのダウンロード エリアで記録をダブルクリック
して記録を再生します。
ヒント

ステップ 5
ステップ 6

（任意） 記録を Windows Media Video (WMV) または Adobe Flash ファイル（SWF）に変換するに
は、[ネットワーク記録プレーヤー（Network Recording Player）] で [ファイル（File）] > [フォー
マット変換（Convert Format）] を選択して対象とするフォーマットを選択します。[フォーマット
の変換（Convert Format）] ダイアログのフィールドに入力します。
オリジナルとなる記録（ストリーミング、ダウンロードともに）のビデオとオーディオは高品質
です（24+ フレーム / 秒）。 WMV や SWF 形式に変換したことで、ビデオとオーディオの解像度
が極端に低くなる（5 フレーム / 秒）可能性があります。
変換されたファイルは [名前を付けて保存（Save As）] フィールドで指定した場所に表示されま
す。記録を再生するには、.wmv ファイルまたは .swf ファイルをダブルクリックします。

ミーティング記録の共有
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

[記録（Recordings）] タブを選択します。
[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページが利用可能な記録の一覧とともに表示されま
す。

ステップ 3

アクセスする場所にミーティング記録を設置します。
ヒント
ミーティング一覧が長すぎる場合、使用可能なボックスに検索する言葉を入力して [検
索（Search）] を選択し、記録を検索します。

ステップ 4

[オプション（Options）] 列のドロップダウン矢印を選択し、[共有（Share）] を選択します。
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[記録の共有（Share Recording）] ウィンドウが表示されます。
ステップ 5

要求される情報を入力し、[送信（Send）] を選択します。
会議の記録にアクセスする方法が記載された電子メールが、指定されたユーザに送信されます。
（注）

システム管理者は、CWMS ユーザ間でのみ会議の共有を制限できま
す。

ミーティング記録の削除
手順
ステップ 1

WebEx サイトにサインインします。
[ミーティング（Meetings）] ページが表示されます。
（注）

ログインで問題が発生する場合は、お使いのブラウザで Cookie が有効であることを確
認してください。Cookie が無効の場合 Cisco WebEx にログインできません。

ステップ 2

[記録（Recordings）] タブを選択します。
[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページが利用可能なミーティング記録の一覧ととも
に表示されます。

ステップ 3

アクセスする場所にミーティング記録を設置します。
ヒント
ミーティング一覧が長すぎる場合、使用可能なボックスに検索する言葉を入力して [検
索（Search）] を選択し、記録を検索します。

ステップ 4

[オプション] カラムでドロップダウン矢印を選択し、[削除（Delete）] を選択します。
[記録削除（Delete Recording）] 確認ウィンドウが表示されます。

ステップ 5

[OK] を選択して確認します。
記録が削除され、[ミーティングの記録（Meeting Recordings）] ページの上部に確認メッセージが
表示されます。
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アクセシビリティ
このリリースの Cisco WebEx Meetings Server では、Windows オペレーティング システムの管理者
サイトとエンドユーザ サイトの両方の Web ページ アクセスビリティが強化されています（オー
ディオ CAPTCHA、キーボードのサポート、スクリーン リーダー（JAWS）のサポートを含む）。
キーボード ショートカットとスクリーン リーダーは、ミーティング クライアントでもサポート
されています。
• オーディオ CAPTCHA の使用, 89 ページ
• スクリーン リーダーのサポート, 90 ページ
• サポートされているキーボード ショートカット, 90 ページ
• 参加者リストに対する操作, 92 ページ
• [チャット（Chat）] パネルからのテキストのコピー, 93 ページ
• 入力ボックスへのテキスト入力, 93 ページ
• 共有中の [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネルへのアクセス, 94 ページ

オーディオ CAPTCHA の使用
CAPTCHA チャレンジ レスポンス テストでは、テキスト ボックスに表示されるテキストを正確に
入力する必要があります。これにより、アカウントにアクセスできます。WebEx では、適切な
ユーザ クレデンシャルでサインインすることに 6 回失敗するか、[パスワードを忘れた場合（Forgot
your password）] リンクを選択してパスワードをリセットした場合に、このセキュリティ対策が提
供されます。画像に表示されている内容を入力する代わりに、聞こえたテキストを入力すること
もできます。

（注）

オーディオ CAPTCHA は、システムが SSO または LDAP 認証用に設定されている場合にはサ
ポートされません。
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スクリーン リーダーのサポート

手順
ステップ 1

Tab キーまたは Shift + Tab キーを使用して [オーディオ チャレンジを聞く（Hear an audio challenge）]
リンクに移動し、Enter キーを押します。
テキストが読み上げられます。

ステップ 2

聞こえたテキストをテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押します。

ステップ 3

テキストをもう一度聞くには、Shift + Tab キーを使用して [再生（Replay）] リンクに移動し、Enter
キーを押します。
テキストを正しく入力すると、WebEx へのサインインの手順を進めることができます。

スクリーン リーダーのサポート
Cisco WebEx は、ミーティング クライアントの次の要素に対して、JAWS スクリーン リーディン
グ ソフトウェアをサポートしています。
• アプリケーション メニューとドロップダウン メニュー
• 共有ファイルのタイトルとタブのタイトル
• [クイックスタート（Quick Start）] ページのボタン、ボタンのタイトル、およびツールチッ
プ
• パネルとパネル トレイのボタン、ボタンのタイトル、およびツールチップ
• [注釈（Annotation）] パネルとツールバー
• [共有ミーティング（Shared Meeting）] ウィンドウのコンテンツ エリアのツールバー
• [ミーティングコントロール（Meeting Controls）] パネルのボタン、ボタンのタイトル、およ
びツールチップ

サポートされているキーボード ショートカット
特別なニーズがある、またはパワー ユーザである Windows オペレーティング システムの参加者
は、キーボード ショート カットを使用してミーティング ウィンドウをナビゲートできます。キー
ボード ショートカットの一部は、Windows 環境で標準のものです。
キー

動作

F6

ミーティング ウィンドウのエリア（コンテンツ
エリアやパネル エリアなど）を切り替える
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サポートされているキーボード ショートカット

キー
Ctrl+Tab

動作
• ミーティング ウィンドウのコンテンツ エ
リアで開いているドキュメントを切り替え
る
• パネル エリア内をナビゲートする
• 次のウィンドウにあるタブを切り替える。
• 招待と通知（Invite and Remind）
• 初期設定
• ミーティングのオプション（Meeting
Options）
• 参加者権限（Participant Privileges）

Shift+F10

• 次のパネルおよび要素で右クリック メ
ニューを使用する。
• [参加者（Participant）] パネル
• [チャット（Chat）] パネル
• [注（Notes）] パネル
• [クローズドキャプション（Closed
Captions）] パネル
• [ファイル転送（File Transfer）] ウィ
ンドウ
• 共有ホワイトボードおよびファイル
タブ
• 参加者リストを操作する
• [チャット（Chat）] パネルからテキストを
コピーする

Tab

ウィンドウまたはパネル内のボタン、フィール
ド、およびチェックボックスなどの要素を切り
替える

矢印キー

ダイアログボックスのオプションを切り替える
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参加者リストに対する操作

キー

動作

Alt+F4

任意のダイアログボックスを閉じる
（注）

スペースキー

Alt+F4 を選択するのは、任意のダイ
アログボックスで [x] を選択するのと
同じことです。

• オプション ボックスをオン/オフする
• 入力ボックスにテキストを入力する

Enter

アクティブなボタンのコマンドを実行する（通
常はマウス クリックの代替機能）

Ctrl+A

[チャット（Chat）] パネルからテキストを選択
する

Ctrl+Alt+Shift

ビデオがフルスクリーンモードの場合に、[ミー
ティングコントロール（Meeting Controls）] パ
ネルを表示する

Ctrl+Alt+Shift+H

ビデオがフルスクリーンモードの場合に、[ミー
ティングコントロール（Meeting Controls）] パ
ネルと通知を非表示にする

参加者リストに対する操作
[参加者（Participants）] パネルの右クリック メニューにより、会議での権限に応じて参加者に対
する操作を実行できます。
• 主催者またはプレゼンターの場合は、「別の参加者をプレゼンターにする」、「別の参加者
の音が大きすぎる場合に、そのマイクをミュートする」といった操作を実行できます。
• 主催者またはプレゼンターではない場合は、「プレゼンターになることを依頼する」、「自
分のマイクをミュートする」といった操作を実行できます。
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[チャット（Chat）] パネルからのテキストのコピー

手順
ステップ 1

キーボードの F6 キーを押してコンテンツ エリアから [参加者（Participants）] パネルに移動しま
す。

ステップ 2

上下の矢印キーを使用して、適切な参加者に移動します。

ステップ 3

Shift + F10 キーを押して特定の参加者に関する右クリック メニューを開きます。

ステップ 4

上下の矢印キーを使用して、使用可能なオプション間を移動します。

[チャット（Chat）] パネルからのテキストのコピー
[チャット（Chat）] パネルには、[チャット履歴（Chat history）] エリアからテキストをコピーする
ことができる右クリック メニューが用意されています。

はじめる前に
次の手順に従って、ミーティング ウィンドウの適切な部分にいることを確認します。
• F6 を押し、コンテンツ エリアからミーティング ウィンドウのパネル エリアに移動します。
• Ctrl キーを押した状態で Tab キー を押し、[チャット（Chat）] パネルまで、パネル間を移動
します。
• [チャット履歴（Chat history）] エリアまで、Tab キー を押します。

手順
ステップ 1

[チャット履歴（Chat history）] エリアにフォーカスを置いて、Shift キーを押した状態で F10 キー
を押し、右クリック メニューを開きます。

ステップ 2

上下の矢印キーを使用してテキストをコピーするか、すべてのテキストを選択します。
ヒント
また、Ctrl キーを押しながら A キー を押して、チャットのすべてのテキストを選択す
ることもできます。
テキストの一部分だけを選択するには、矢印キーでカーソルを移動してから、 Shift キーを押しな
がら矢印キー を使用し、テキストを強調表示します。

入力ボックスへのテキスト入力
入力ボックスにテキストを入力するときには、次のヒントに注意してください。
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手順
ステップ 1

ウィンドウには質問が含まれている場合、質問の選択には、 Tab キーを使用します。

ステップ 2

ウィンドウにオプションが含まれている場合、オプション間の移動には上下の矢印キーを使用し
ます。

ステップ 3

テキスト入力エリアにフォーカスを映すためカーソルを移動して、 Space キー または Enter キー
を使用すると回答を入力できます。

ステップ 4

Enter キー または Esc キー を押すと編集を終了します。

共有中の[ミーティングコントロール（MeetingControls）]
パネルへのアクセス
共有中の場合、ミーティングコントロールパネルは画面上で部分的にしか表示されません。共有
中に表示するには、次のタスクを読み、従ってください。

手順
ステップ 1

Ctrl キーを押した状態で Alt キーと Shift キーを押し、パネルを表示します。
パネルが表示されると、まず参加者アイコンにフォーカスがあります。

ステップ 2

次の手順を実行します。
キー

動作

Tab

フォーカスの移動

Enter

機能の有効化

Alt+Tab

ミーティング コントロール パネルから共有エリアに戻る
• ファイルを共有する場合は、WebEx ボールを選択して共有エリアに戻り
ます。
• アプリケーションを共有する場合は、アプリケーションを選択してフォー
カスを戻します。
• デスクトップを共有する場合は、共有するアプリケーションを選択しま
す。

（注）

参加者リストのようにミーティング コントロール パネルから他のオープンなパネルに
切り替えるには、 F6 を押します。
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アプリケーションとドキュメント共有
Q. 「ドキュメント共有」と「アプリケーション共有」の違いは何ですか。
A. ドキュメント共有の場合、参加者はドキュメントを参照できますが、変更することはできませ
ん。アプリケーション共有の場合、ドキュメントの作成に使用したアプリケーションを共有し
ているので、ドキュメントを変更した場合、参加者は変更内容を確認できます。アプリケー
ション共有ではより多くの帯域幅が使用されるため、会議の全体的なパフォーマンスに影響を
与えます。
事実上、すべての種類のドキュメントやアプリケーションを共有できますが、ストリーム ビデ
オやオーディオは正しく表示されないことがあります。ストリーミング コンテンツを共有する
には、[共有（Share）] > [Webブラウザ（Web Browser）] を選択し、手順に従い、各参加者のコ
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ンピュータの Web ブラウザにコンテンツを表示します。多数のドキュメントやプレゼンテー
ションを同時に共有できます。各ドキュメントまたはプレゼンテーションは、コンテンツビュー
アの独自のタブに表示されます。
ドキュメント共有に必要な帯域幅は比較的少なく、遅い接続速度でも機能します。アプリケー
ション共有には、より多くの帯域幅が必要です。
Q. 注釈を含むプレゼンテーションやドキュメントを保存して、オフラインで表示することはでき
ますか。
A. はい。デスクトップにドキュメントやプレゼンテーションを保存して、ダブルクリックするだ
けです。ドキュメントやプレゼンテーションは、WebEx ドキュメント ビューアに表示されま
す。
Q. Microsoft PowerPoint プレゼンテーションにアニメーションやスライドの遷移を表示できます
か。
A. はい。
Q. アプリケーションを参加者と共有すると、参加者に黄色のクロスハッチ パターンが表示される
ことがあるのはなぜですか。
A. クロスハッチ パターンは、共有アプリケーションの上部に表示されるウィンドウの影です。
ウィンドウを閉じると、パターンは消えます。
Q. チャットを外部サーバに記録できますか。
A. 番号
Q. プレゼンテーション中に複数のモニタに表示できますか。
A. いいえ。一度に 1 台のモニタでのみ共有できます。
Q. Cisco Unified IP Phone 9971 のカメラを使用して、会議中にビデオをプレゼンテーションできま
すか。
A. いいえ。多くのオーディオ エンドポイントでは、音声とビデオの接続がサポートされています
が、Cisco WebEx Meetings Server へは音声接続のみがサポートされています。

ミーティングの主催、参加、および設定
Q. ミーティングを主催したり、ミーティングに参加したりするには何が必要ですか。
A. Cisco WebEx Meetings アプリケーションが必要です。このアプリケーションは、ミーティングの
初回開始または参加時に、コンピュータに自動的にダウンロードされます。また、このアプリケー
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ションは、WebEx サイトから [ダウンロード（Downloads）] を選択していつでもダウンロードで
きます。

（注）

Chrome 32 以降、および Firefox 27 12以降は、Java をサポートしていません。会議の開
始、会議への参加、または会議の録画の再生を初めて実行する際は、適切な Cisco WebEx
プラグインをインストールするように求めるプロンプトが表示されます。

Q. Microsoft Outlook からミーティングをスケジュールできますか。
A. はい。ミーティングのスケジュールや参加者の招待、WebEx ミーティングの開始に Outlook を使
用することもできます。招待した参加者は、Outlook のカレンダーからミーティングに参加でき
ます。
開始するには、[WebExダウンロード（WebEx Downloads）] ページから Cisco WebEx Productivity
Tool をダウンロードしてインストールします。
詳細な手順については、Cisco WebEx Meetings Server ユーザ ガイド [英語] の「Microsoft Outlook を
使用した WebEx ミーティングのスケジュール」のトピックを参照してください。

（注）

Windows コンピュータに Productivity Tool をインストールするには、管理者権限が必要
です。

Q. スケジュールされた期間を経過したミーティングは自動的に終了しますか。
A. スケジュールされた期間に関係なく、そのミーティングに 1 人の主催者と 1 人の参加者がいる
限り、ミーティングは最大 24 時間（1440 分）続行できます。ミーティングに主催者（または
指定された代理主催者）だけがいる場合、そのミーティングは 15 分後、または主催者がミー
ティングを退席したときに終了します。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。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
ティングは最後の人がコールを終了するか、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。 パーソナル会議番号（PCN）ミーティングにアクティブな発話者が存在しない場合、
そのミーティングは 2 時間で自動的に終了します。
Q. 機能を制限することはできますか。
A. はい。システム管理者の場合、Cisco WebEx の管理サイトから [設定（Settings）] > [ミーティン
グ（Meetings）] を選択することで、チャット、ファイル転送、共有などの機能を有効化または
無効化できます。

12

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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Q. 1 人のユーザが参加者リストに 2 度表示されるのはなぜですか。
A. そのユーザは、2 つの異なるデバイス（iPhone とデスクトップ コンピュータなど）からミー
ティングに参加している可能性があります。あるいは、デスクトップ上で Meeting Center を 2
回開いて、同じミーティングに誤って 2 回参加している可能性があります。そのユーザに余分
なセッションをすべて終了するように依頼し、ユーザの名前がミーティングに 1 度だけ表示さ
れるようにします。
Q. 主催者として同時に開始できるミーティングはいくつですか。
A. 主催者は 2 つのミーティングを同時に開始できます。ただし、1 つのライセンスのみ使用され
ます。
Q. ブラストダイヤル ミーティングを主催したいと思います。どうしたらよいですか。
A. [マイアカウント（My Account）] > [ブラストダイヤル情報（Blast Dial information）] を選択し
ます。ミーティングのスケジュール要件ごとにテンプレートに記入して、管理者に連絡しま
す。
Q. 指定されたブラストダイヤル ミーティングの暗証番号の確認方法を教えてください。
A. 主催者と参加者の暗証番号は、ブラストダイヤル グループの作成時に電子メールで主催者と参
加者にそれぞれ送信されます。また、招待されたブラストダイヤル グループに固有の情報に
は、[マイアカウント（My Account）] > [ブラストダイヤル情報（Blast Dial information）] を選
択して、いつでもアクセスできます。
Q. ブラストダイヤル ミーティングの Web 会議への参加方法を教えてください。
A. すべての主催者と参加者は、ブラストダイヤル ミーティングの開始時に、ミーティングに参加
するためのリンク、および関連付けられた暗証番号とパスワードを含む電子メールを受信しま
す。

Chrome および Firefox での WebEx ミーティングへの参加
または記録したミーティングの再生
Chrome 32 および Firefox 27 以降、Google と Mozilla のポリシーが変わったため、これらのブラウ
ザ13を使用して WebEx 会議に参加したり WebEx の録画を再生するには、ユーザによる手動での
WebEx プラグインの有効化が必要な場合があります。詳細および手順については、https://
support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm で確認できます。

13

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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モバイル デバイス用 Cisco WebEx
Q. モバイル デバイスで Cisco WebEx Meetings Server 2.0 またはそれ以上を使用するためのシステ
ム要件を教えてください。
A. Cisco WebEx Meetings Server は、次の内容をサポートしています。
• Apple iPhone または iPad：iOS 6.0 以降
• Android デバイス：Android 2.1 以降
すべてのモバイル デバイスでアクティブな高速インターネット接続が必要です。
Q. モバイル デバイスに Cisco WebEx Meetings をダウンロードする方法を教えてください。
A. Cisco WebEx サイトにアクセスし、ページの右上にある [ダウンロード（Downloads）] を選択しま
す。モバイル デバイス用 WebEx セクションに移動し、[続行（Continue）] を選択します。有効化
する電子メールが送信されます。
• Apple の iPhone や iPad の場合：電子メールのリンクを使用し、Apple Store からアプリをダウ
ンロードしてください。別の方法としては、iPhone または iPad で App Store を起動し、「Cisco
WebEx Meetings」で検索してください。このアプリは、Meet Anywhere のカテゴリで見つけ
ることができます。
• Android デバイスの場合：Google Play または提供された別のリンクからアプリをダウンロー
ドしてください。

（注）

WebEx サイトでモバイル デバイス用 WebEx のダウンロード オプションを見られるよう
にするには、管理者がシステム上でモバイル デバイス用 WebEx をダウンロードできる
オプションを設定しておく必要があります。

Q. iOS 6.0 以降で起動している Apple iPhone または iPad で WebEx ミーティングに参加できず、か
つ管理者から証明書ファイルを添付した電子メールが届いた場合、どうしたらよいですか。
A. 会社が、自己署名証明書を使用している場合、または、Cisco WebEx Meetings Server にインストー
ルされているルート証明書が Apple 社の信頼されたルート証明書のリストにないと管理者が判断
した場合には、WebEx ミーティングに参加する前にモバイル デバイスに SSL 証明書をインストー
ルする必要があります。
• IOS の E メール アカウントで管理者からの電子メールを開き、モバイル デバイスに証明書
ファイルを保存します。
• プロファイル インストールのページで [インストール（Install）] をタップします。
• 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。
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• iOS のパスワードを入力します。
• [次へ（Next）] をタップします。
• [完了（Done）] をタップします。

（注）

モバイル デバイスを使用するには、アクティブな高速インターネット接続が必要です。

Q. モバイル デバイスで Cisco WebEx Meetings を有効化する方法を教えてください。
A. 有効化する電子メールのリンクを選択して有効化プロセスを完了させます。WebEx アプリをまだ
ダウンロードしていない場合、適切なサイトから WebEx アプリをダウンロードするよう、有効化
リンクに表示されます。
• Apple の iPhone や iPad の場合：アプリをダウンロードした後、電子メールに戻り、有効化リ
ンクを再度選択します。
• Android デバイスの場合：インストール後、アプリが自動的に起動します。サインインして
有効化プロセスを終了させます。

（注）

モバイル デバイスで WebEx を使用できるようにするには、組織の管理者がモバイル機
能を有効にしておく必要があります。

Q. モバイル デバイス用 WebEx のダウンロード オプションが表示されないのはなぜですか。
A. 管理者が、Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにこのダウンロード オプションの表示許
可を設定していないためです。
Q. サインインするには、どうしたらよいですか。
A. お使いのシステムの構成によって、WebEx へのサインイン方法は異なります。サインイン プ
ロセスにはアプリケーションによるガイドがありますが、ここではいくつかのヒントを記載し
ます。
• WebEx アプリを有効化する電子メールを受け取ったら、記載されているリンクを選択し、
サービスを有効化します。そして、WebEx アカウントに関連付けられた電子メールアドレ
スと WebEx のパスワードを入力し、サインインします。
• 企業 Web サイト経由でサインインするように表示された場合、WebEx サイトの URL を入
力して [次へ（Next）] をクリックし、ユーザ クレデンシャルを入力してサインインしま
す。
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ヒント

WebEx サイトがシングル サインオン（SSO）対応で設定されている場合、企
業ユーザ クレデンシャルを入力してサインインするようにしてください。
WebEx サイトがシングル サインオン（SSO）非対応で設定されている場合、
WebEx のユーザ クレデンシャルを入力してください。

• 複数の WebEx サイトにアクセスしたことがある場合、システムにサインインした後、い
ずれかのサイトを選択するように求められます。
• 招待された WebEx 会議に参加するには、電子メールの受信箱にあるミーティングの招待
を開くか、カレンダー アプリから参加します。Web ブラウザで招待されたミーティング
のリンクをタップし、WebEx を起動します。オプションで、パスワードを入力するように
求められます。パスワードを入力すると、ミーティングに参加できます。
ヒント

WebEx アプリにサインインしていない場合、以前にモバイル デバイスからサ
インインしたことがある場合を除き、ミーティング番号による参加のオプショ
ンはサポートされません。

Q. ミーティングを開始するにはどうすればよいですか。
A. 主催者として、モバイル デバイスから WebEx ミーティングを簡単にスケジュール、開始、他の
ユーザを招待できます。
• [マイミーティング（My Meetings）] 画面で [ミーティング（Meeting）] ペインの右上にある
[+] アイコンを選択し、ミーティングのタイトル、日付と時刻を入力して任意の参加者を選
択します。会議をすぐに開始する場合、次のようにしてから会議を開始できます。
• 後で開始するミーティングをスケジュールする場合、[スケジュール（Schedule）] をタップ
すると、[マイミーティング（My Meetings）] 画面に戻ります。
• 会議を開始するには、[開始（Start）] を選択します。

（注）

iPhone または iPad でスケジュールあるいは開始された WebEx ミーティングは、記録で
きません。

Q. 会議に参加するにはどうすればよいですか。
A. Cisco WebEx Meeting アプリケーションがモバイル デバイスにインストールしてあることを確
認し、次のいずれかの方法で WebEx ミーティングに参加します。
• WebEx ミーティングへ招待する電子メールに移動し、ミーティング参加用のリンクをク
リックします。
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• デバイスで WebEx アカウントにサインインし、[マイミーティング（My Meetings）] 画面
から参加します。
• WebEx アカウントにサインインし、ミーティング番号を入力して、[ミーティング番号で
参加（Join by Number）] 機能を使用します。

Q. Android デバイスから WebEx アプリケーションを起動すると、安全な接続ではない旨の警告が
表示されるのはなぜですか。
A. 自己署名証明書を使用してサイトにアクセスしようとしているためです。[接続（Connect）] を
選択してアプリケーションの起動を続行します。
Q. 音声会議に参加する方法
A. ミーティングに参加するとき、システムから電話に発信するようにするか、インターネットを
使用して音声会議に接続するかを質問されます。[インターネットを使用した接続（Connect
Using Internet）] を選択すると、すぐにシステムが音声会議に接続します。ミーティング情報画
面に設定された 1 番目の番号にシステムから発信されるということに注意してください。異な
る番号を使用する場合は、[呼出（Call Me）] を選択し、選択している番号にシステムから発信
されるようにします。[コールイン（Call In）] を選択して手動で音声会議にダイヤルすること、
またはミーティング情報画面にリストされたコールイン番号に発信することも可能です。
Q. どのような種類の音声会議がサポートされていますか。
A. 統合 WebEx Audio は、インターネットまたは電話を使用しています。統合 WebEx Audio を使
用しない場合は、音声会議に手動でダイヤルするか、選択した番号にシステムが発信するよう
選択する必要があります。
Q. インターネットを使用した音声会議に参加するには、特別な要件がありますか。
A. Android デバイスを使用し、かつ VoIP を介して音声会議に参加する場合、Android SDK 2.3 以上
を使用していることを確認してください。SDK 2.1 と 2.2 の VoIP はサポートされていません。
IPad で高いオーディオ品質を確保するには、ヘッドセットの使用をお勧めします。ヘッドセット
を使用しない場合、アプリケーションのミュートがデフォルトです。ミュートしないようにする
には、オーディオ アイコンをタップし、[ミュート解除（Unmute Call）] を選択します。

（注）

インターネットを使用した音声会議を利用する前に、管理者がインターネットを使用し
た音声会議に接続するためのオプションを有効にする必要があります。iPhone または
iPad を使用する場合、VoIP 経由で音声会議に参加すると、ヘッドセット利用の有無に
かかわらずデフォルトでミュートされます。

Q. モバイル デバイスから Cisco WebEx ミーティングに出席するのは無料ですか。
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A. はい。モバイル デバイス用 Cisco WebEx Meetings のダウンロードや、招待された WebEx ミー
ティングへの参加は無料です。モバイル データ接続を使用する場合、携帯電話の契約によって
は携帯電話会社側でデータ接続料金が発生する可能性があることに注意してください。
Q. モバイル デバイスからミーティングに参加者を招待できますか。
A. はい。アプリの主催者機能を使用して [マイミーティング（My Meeting）] 画面から招待する
か、またはミーティングに参加した後で [参加者リスト（Participant List）] から、ミーティング
に招待することができます。
Q. モバイル デバイスからビデオを共有できますか。
A. はい。管理者が社内に対しこの機能を設定していれば、モバイル デバイスの正面のカメラを使
用してミーティングの他の参加者にビデオを送ることができます。
Q. モバイル デバイスでビデオを表示する方法を教えてください。
A. マルチ チャネルの高品質のビデオを実装しているため、複数の参加者の Web カメラ ビデオを
同時に表示できます。ビデオを共有している参加者は画面に表示され、ビデオを共有していな
い参加者はシルエットで表示されます。すべての参加者を確認するには、スクロールしてくだ
さい。音声起動の切り替えにより、誰が話しているのかを自動的に確認できます。フルスク
リーン ビデオを表示することもできます。ピンチアウトするだけで、ビデオを拡大できます。
画面をタップすると、プレゼンテーションに戻れます。発話者のビデオの上にあるボタンを
タップすると、すべてのビデオを最小化して、プレゼンテーションに集中できます。
Q. IPad での最小ビデオ解像度はどれくらいですか。
A.

• 縦表示（ビデオ スクリーン X 3）：動画ごとに
90 p
• 横表示（ビデオ スクリーン X 4）：動画ごとに
90 p
• アクティブな発話者 X 1：180 p
• 全画面表示：360 p

Q. Android のビデオ解像度はどれぐらいですか。
A. Android デバイスでは、次の機能をサポートしています。
• 360 p までのビデオ着信
• 180 p までのビデオ発信

Q. モバイル デバイス用 Cisco WebEx Meetings でサポートされているビデオの個別機能はどのよう
なものですか。
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A. 次のビデオ機能がサポートされます。
• 他の参加者に送信する前に自分のビデオをプレビューできます。
• iPhone、iPad および Android のタブレットで利用可能なビデオ ウィンドウ表示では、ビデ
オ出席者を全員表示できます（自分自身を含める）：左右にスワイプするだけで、全員を
表示できます。Android スマートフォンでは、電話を横表示にするとビデオの一部が見え、
左右にスワイプすることができます。
• 「アクティブな発話者 」表示では、参加者が、話している人物と共有されているコンテン
ツを同時に見ることができます（ビデオとコンテンツの同時共有は iPad のみで可能）。
「アクティブな発話者 」のピクチャインピクチャ画面は、iPad と iPhone では移動できま
すが、Android デバイスでは移動できません。
• iPad と iPhone ではピクチャインピクチャがサポートされているので、ビデオ会議表示で
は、参加者が、セルフビューで話している人物をフルスクリーン モードで見ることができ
ます。

Q. 他の参加者とチャットする方法を教えてください。
A. [参加者リスト（Participant List）] を表示するには、画面の上部にある人アイコンをタップしま
す。リストから、チャットする相手として、1 人のユーザまたはすべての参加者を選択できま
す。チャットしたい相手を選択して、ダイアログボックスにメッセージを入力し、[送信（Send）]
を選択します。ビデオが共有されている場合、ビデオ カルーセルから直接チャットできます。
参加者をタップして、その個人またはグループ全体とチャットすることを選択します。
プレゼンテーションとチャットを切り替えるには、チャットウィンドウの[キャンセル（Cancel）]
ボタンをタップして、プレゼンテーションに戻ります。
Q. モバイル デバイスからコンテンツを表示することができますか。
A. ミーティングの主催者である場合は、iPad からコンテンツを表示することができます。ただ
し、デスクトップ ユーザは、モバイル ユーザに PASS THE BALL（ボールをパス）できませ
ん。iPhone あるいは Android デバイスでは、コンテンツの表示はサポートされていません。
Q. どのようにしてプレゼンターに制御を渡しますか。
A. [ボールをパス（Pass the Ball）] ヒントをタップして、詳細な説明を表示するか、[参加者リスト
（Participant List）] をクリックして、Cisco WebEx ボールを選択し、新しいプレゼンターにドラッ
グ アンド ドロップします。ビデオが共有されている場合、ビデオのカルーセル表示で参加者を
タップしてプレゼンターに制御を渡すことができます。
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（注）

モバイル デバイスでプレゼンター権限をユーザに渡すには、次のような制約がありま
す。
• ミーティングが Android デバイスから起動された場合：iOS 7 の iPad を使用してい
るユーザにプレゼンター権限を渡すことができる
• ミーティングが iPhone から起動された場合：iOS 7 iPhone を使用しているユーザに
プレゼンター権限を渡すことができる
• ミーティングがデスクトップ コンピュータから起動された場合：モバイル デバイ
スを使用しているユーザにプレゼンター権限を渡すことはできない

モバイル デバイス用 Cisco WebEx
Q. モバイル デバイス用 WebEx のダウンロード オプションが表示されないのはなぜですか。
A. 管理者が、Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにこのダウンロード オプションの表示許
可を設定していないためです。
Q. Android デバイスから WebEx アプリケーションを起動すると、安全な接続ではない旨の警告が
表示されるのはなぜですか。
A. 自己署名証明書を使用してサイトにアクセスしようとしているためです。アプリケーションが
正規のアプリケーションであることを確認し、[接続（Connect）] を選択して、アプリケーショ
ンの起動を続行します。
Q. どのような種類の音声会議がサポートされていますか。
A. 統合 WebEx Audio は、インターネットまたは電話を使用しています。統合 WebEx Audio を使
用しない場合は、音声会議に手動でダイヤルするか、選択した番号にシステムが発信するよう
選択する必要があります。
Q. インターネットを使用した音声会議に参加するには、特別な要件がありますか。
A. Android デバイスを使用し、かつ VoIP を介して音声会議に参加する場合、Android SDK 2.3 以上
を使用していることを確認してください。SDK 2.1 と 2.2 の VoIP はサポートされていません。
IPad で高いオーディオ品質を確保するには、ヘッドセットの使用をお勧めします。ヘッドセット
を使用しない場合、アプリケーションのミュートがデフォルトです。ミュートしないようにする
には、オーディオ アイコンをタップし、[ミュート解除（Unmute Call）] を選択します。
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（注）

インターネットを使用した音声会議を利用する前に、管理者がインターネットを使用し
た音声会議に接続するためのオプションを有効にする必要があります。iPhone または
iPad を使用する場合、VoIP 経由で音声会議に参加すると、ヘッドセット利用の有無に
かかわらずデフォルトでミュートされます。

Q. モバイル デバイスから Cisco WebEx ミーティングに出席するのは無料ですか。
A. はい。モバイル デバイス用 Cisco WebEx Meetings のダウンロードや、招待された WebEx ミー
ティングへの参加は無料です。モバイル データ接続を使用する場合、携帯電話の契約によって
は携帯電話会社側でデータ接続料金が発生する可能性があることに注意してください。
Q. iPad のビデオ解像度はどれぐらいですか。
A.

• 縦表示（ビデオ スクリーン X 3）：動画ごとに
90 p
• 横表示（ビデオ スクリーン X 4）：動画ごとに
90 p
• アクティブな発話者 X 1：180 p
• 全画面表示：360 p

Q. Android のビデオ解像度はどれぐらいですか。
A. Android デバイスでは、次の機能をサポートしています。
• 360 p までのビデオ着信
• 180 p までのビデオ発信

Q. モバイル デバイス用 Cisco WebEx Meetings でサポートされているビデオの個別機能はどのよう
なものですか。
A. 次のビデオ機能がサポートされます。
• 他の参加者に送信する前に自分のビデオをプレビューできます。
• iPhone、iPad および Android のタブレットで利用可能なビデオ ウィンドウ表示では、ビデ
オ出席者を全員表示できます（自分自身を含める）：左右にスワイプするだけで、全員を
表示できます。Android スマートフォンでは、電話を横表示にするとビデオの一部が見え、
左右にスワイプすることができます。
• 「アクティブな発話者 」表示では、参加者が、話している人物と共有されているコンテン
ツを同時に見ることができます（ビデオとコンテンツの同時共有は iPad のみで可能）。
「アクティブな発話者 」のピクチャインピクチャ画面は、iPad と iPhone では移動できま
すが、Android デバイスでは移動できません。
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• iPad と iPhone ではピクチャインピクチャがサポートされているので、ビデオ会議表示で
は、参加者が、セルフビューで話している人物をフルスクリーン モードで見ることができ
ます。

Cisco WebEx アプリケーションのダウンロード
Q. [ダウンロード（Downloads）] ページに Productivity Tool および WebEx ミーティング アプリケー
ションが表示されないのはなぜですか。
A. 管理者が [WebExデスクトップアプリケーションをユーザのデスクトップに手動でプッシュす
る（Manually push WebEx desktop applications to user's desktop）] オプションを選択し、必要な
WebEx アプリケーションをデスクトップに手動でプッシュすることを選択しています。
Q. 管理者が私のデスクトップに WebEx Productivity Tool と WebEx ミーティング アプリケーショ
ンをプッシュしているかどうか確認する方法を教えてください。
A. WebEx Productivity Tool は、[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] >
[WebEx] > [Productivity Tools] > [WebEx Assistant] を選択することで確認できます。WebEx ミー
ティング アプリケーションは、コントロール パネルで確認できます（[コントロール パネル
（Control Panel）] > [プログラム（Programs）] > [プログラムと機能（Programs and Features）] >
[Cisco WebEx Meetings]）。
Q. コントロール パネルに WebEx ミーティング アプリケーションが表示されていないのに、Cisco
WebEx ミーティングに招待された場合はどうなりますか。
A. 電子メールの招待に含まれている [ミーティングに参加（join meeting）] リンクを選択し、表示
される指示に従います。
Q. [ダウンロード（Downloads）] ページに [iPhoneとiPad用WebEx（WebEx for iPhone and iPad）] オ
プションのみが表示されています。他の WebEx のアプリケーションを見られないのはなぜで
すか。
A. 管理者は必要な WebEx アプリケーションをデスクトップにサイレントにプッシュすることを
希望していますが、[iPhoneおよびiPad用WebEx（WebEx for iPhone and iPad）] アプリへのアク
セスを提供しています。
Q. [ダウンロード（Downloads）] ページに [モバイルデバイス用WebEx（WebEx for Mobile Devices）]
オプションのみ表示されています。他の WebEx のアプリケーションを見られないのはなぜで
すか。
A. 管理者は必要な WebEx アプリケーションをデスクトップにサイレントにプッシュすることを
希望していますが、モバイル デバイス用アプリへのアクセスを提供しています。
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Q. 管理者として、ユーザに WebEx Productivity Tool と WebEx ミーティング アプリケーションの
ダウンロードを許可するためのシステムの設定方法を教えてください。
A. 適切なダウンロード オプションを選択する必要があります。
1 Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにサインインします。
2 [設定（Settings）] > [ダウンロード（Downloads）] を選択します。
3 [ユーザに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する（Permit users to
download WebEx desktop applications）]を選択します。
4 [保存（Save）] を選択します。

Q. 管理者として、ユーザにサイレントにプッシュする WebEx アプリケーションを決められます
か。
A. はい。適切なダウンロード オプションを選択する必要があります。
1 Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにサインインします。
2 [設定（Settings）] > [ダウンロード（Downloads）] を選択します。
3 [WebExデスクトップアプリケーションをユーザのデスクトップに手動でプッシュする
（Manually push WebEx desktop applications to user's desktop）] を選択します。
4 [保存（Save）] を選択します。
5 ユーザに使用可能にするアプリケーションごとに [ダウンロード（Download）] を選択しま
す。
[ダウンロード（Download）] を選択すると、Windows インストーラの ZIP ファイルがハー
ド ドライブに保存されます。.msi ファイルは、Windows システムを使用しているユーザに
プッシュできます。
• WebEx ミーティング アプリケーション：ユーザがミーティングに参加するために必要
です。
• Productivity Tool：ユーザは WebEx サイトにアクセスすることなく、ミーティングのス
ケジュール、開始、参加が可能です。WebEx の Microsoft Outlook 連携も含まれていま
す。
• WebEx ネットワーク記録プレーヤー：ユーザはミーティング記録をダウンロードして、
オフラインで変換したり、再生したりできます。

Q. 管理者として、iPhone および iPad 用 Cisco WebEx Meetings のダウンロード オプションを表示
するためのシステムの設定方法を教えてください。
A. 適切なダウンロード オプションを選択する必要があります。
1 Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにサインインします。
2 [設定（Settings）] > [モバイル（Mobile）] を選択します。
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3 [iOS WebExアプリケーション（iOS WebEx application）] チェックボックスをオンにしま
す。
4 [保存（Save）] を選択します。

Q. 管理者として、モバイル デバイス用 WebEx のダウンロード オプションを表示するためのシス
テムの設定方法を教えてください。
A. 適切なダウンロード オプションを選択する必要があります。
1 Cisco WebEx Meetings Server の管理サイトにサインインします。
2 [設定（Settings）] > [モバイル（Mobile）] を選択します。
3 有効にするモバイル デバイスのチェックボックスを選択しま
す。
4 [保存（Save）] を選択します。

Java を有効にする方法を教えてください。
• コントロール パネルで Java を有効にする
• ブラウザで Java を有効にする（Windows）
• ブラウザで Java を有効にする（Mac）

コントロール パネルで Java を有効にする
考えられる最高の会議エクスペリエンスを保証するために、サポートされている Web ブラウザに
対応した Java ソフトウェアの最新リリースをダウンロードしてインストールします。詳細につい
ては、システム管理者にお問い合わせください。

（注）

Chrome 32 以降、および Firefox 27 以降は、Java をサポートしていません。上記に示す以外の
ブラウザ14を使用している場合は、次の情報が適用されます。
1 [Java] アイコンに移動し、[Java コントロール パネル（Java Control Panel）] を開きます。
2 [詳細設定（Advanced）] タブを選択します。
3 [ブラウザのデフォルトの Java（Default Java for browsers）] を展開します。

14

このポリシーの影響を受ける Chrome および Firefox の正確なバージョンは、このドキュメントの公開時点で確定していません。
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4 複数のブラウザ名の横にあるボックスをチェックします。
5 [適用（Apply）] を選択します。
ブラウザで Java を有効にする（Windows）

（注）

手順は、ブラウザのバージョンによって異なる場合があります。
Internet Explorer
1 [ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）] を選択します。
2 [セキュリティ（Security）] タブを選択し、[レベルのカスタマイズ（Custom Level）] を選択し
ます。
3 [Javaアプレットのスクリプト（Scripting of Java applets）] が有効になっていることを確認しま
す。
4 [OK] を選択して変更内容を保存します。
Firefox
1 Mozilla Firefox ブラウザを起動します。すでに実行中の場合は再起動します。
2 [ツール（Tools）] > [アドオン（Add-ons）] を選択します。
3 [プラグイン（Plugins）] を選択します。
4 [Java（TM）プラットフォーム（Java (TM) Platform）] を選択します。
5 [有効（Enable）] を選択します。

（注）

無効化ボタンが表示される場合、プラグインはすでに有効化されています。

Chrome
1 カスタマイズ アイコンをクリックし、[設定（Settings）] を選択します。
2 [詳細設定を表示（Show advanced settings）] を選択します。
3 [プライバシー（Privacy）] セクションまで下にスクロールし、[コンテンツの設定（Content
settings）] を選択します。
4 [プラグイン（Plug-ins）] セクションまで下にスクロールし、[個別のプラグインを無効にする
（Disable individual plug-ins）] を選択して Java が有効になっているかどうかを確認します。
5 Java が有効になっていない場合は、[有効（Enable）] を選択します。

（注）

無効化リンクが表示されている場合、プラグインはすでに有効になっています。
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ブラウザで Java を有効にする（Mac）

（注）

手順は、ブラウザのバージョンによって異なる場合があります。
Safari
1 [Safari] > [設定（Preferences）] を選択します。
2 [セキュリティ（Security）] タブを選択し、[Java を許可する（Allow Java）] がチェックされて
いることを確認します。
Firefox
1 [ツール（Tools）] > [アドオン（Add-ons）] を選択します。
2 アドオン マネージャから [プラグイン（Plugins）] を選択します。
3 Java アプレット プラグインの [有効化（Enable）] を選択します。

（注）

無効化ボタンが表示される場合、プラグインはすでに有効化されています。

Chrome
1 カスタマイズ アイコンをクリックし、[設定（Settings）] を選択します。
2 [詳細設定を表示（Show advanced settings）] を選択します。
3 [プライバシー（Privacy）] セクションまで下にスクロールし、[コンテンツの設定（Content
settings）] を選択します。
4 [プラグイン（Plug-ins）] セクションまで下にスクロールし、[個別のプラグインを無効にする
（Disable individual plug-ins）] を選択して Java が有効になっているかどうかを確認します。
5 Java が有効になっていない場合は、[有効（Enable）] を選択します。

（注）

無効化リンクが表示されている場合、プラグインはすでに有効になっています。

JavaScript を有効にする方法を教えてください。
Windows

（注）

手順は、オペレーティング システムおよびブラウザのバージョンによって異なる場合があり
ます。
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Internet Explorer
1 [ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）] を選択します。
2 [セキュリティ（Security）] タブを選択します。
3 [レベルのカスタマイズ（Custom Level）] をクリックします。
4 [アクティブ スクリプト（Active scripting）] が有効になっていることを確認します。
Firefox
1 [ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。
2 [コンテンツ（Content）] タブを選択し、[JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）] がチェッ
クされていることを確認します。
Chrome
1 カスタマイズ アイコンを選択し、[設定（Settings）] を選択します。
2 [詳細設定を表示（Show advanced settings）] を選択します。
3 [プライバシー（Privacy）] セクションまで下にスクロールし、[コンテンツの設定（Content
settings）] を選択します。
4 [JavaScriptを実行するすべてのサイトを許可する（Allow all sites to run JavaScript）] を選択する
か、または [例外管理（Manage exceptions）] を選択し WebEx サイトを許可します。
5 終了したら [完了（Done）] を選択します。
Mac

（注）

手順は、オペレーティング システムおよびブラウザのバージョンによって異なる場合があり
ます。
Safari
1 [Safari] > [設定（Preferences）] を選択します。
2 [セキュリティ（Security）] タブを選択し、[JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）] が
チェックされていることを確認します。
Firefox
1 [Firefox] > [設定（Preferences）] を選択します。
2 [コンテンツ（Content）] タブを選択し、[JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）] がチェッ
クされていることを確認します。
Chrome
1 カスタマイズ アイコンを選択し、[設定（Settings）] を選択します。
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2 [詳細設定を表示（Show advanced settings）] を選択します。
3 [プライバシー（Privacy）] セクションまで下にスクロールし、[コンテンツの設定（Content
settings）] を選択します。
4 [JavaScriptを実行するすべてのサイトを許可する（Allow all sites to run JavaScript）] を選択する
か、または [例外管理（Manage exceptions）] を選択し WebEx サイトを許可します。
5 終了したら [完了（Done）] を選択します。

Windows OS：エンドユーザのシステム要件
• サポートされる Windows オペレーティング システム
• Windows のハードウェア要件
• サポートされる Windows ブラウザ
• Microsoft Outlook の統合
• サポートされるインスタント メッセンジャ クライアント
• Cisco Jabber for Windows の統合
Q. Windows オペレーティング システムを利用するエンドユーザのシステム要件は何ですか。
A. 次の項を参照してください。

サポートされる Windows オペレーティング システム
• Windows XP SP3
• Windows Vista（32 ビットおよび 64 ビット）
• Windows 7（32 ビットおよび 64 ビット）
• Windows 2008 Server（64 ビット）
• Windows 8（32 ビットおよび 64 ビット）
• Windows 8.1（32 ビットおよび 64 ビット）
• Windows 10（32 ビットおよび 64 ビット）（CWMS 2.6MR1 以降）
• Edge（Windows 10 のみ）20.10240.16384.0 ～ 38.14393.00
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（注）

Microsoft Windows 10 Redstone 1（別称 Windows 10 Anniversary Update（バージョン 1607））の
サポートが CWMS バージョン 2.7 に追加されました。

Windows のハードウェア要件
Intel Core2 Duo または AMD CPU 2.XX GHz 以降のプロセッサ
最低 2 GB の RAM が推奨されます。
サポートされる Windows ブラウザ
• Internet Explorer：8 ～ 11.103.14393.0
Windows 7 SP1 および Windows 8.1 でテスト済みの IE 11
• Internet Explorer：8 ～ 10
• Mozilla Firefox：10 ～ 50
Mozilla Firefox：バージョン 2.5MR4 でテスト済みの 34 ～ 37
で Firefox のリリース スケジュールを参照してください。 https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/
Calendar
• Google Chrome：23 ～ 37
• Google Chrome：23 ～ 54.0.2840.99
Google Chrome：バージョン 2.5MR4 でテスト済みの 39 ～ 42
で Chrome のリリース スケジュールを参照してください。 http://www.chromium.org/developers/
calendar
Microsoft Outlook の統合
• Microsoft Outlook 2007 SP2 以降
• Microsoft Outlook 2010（32 ビットおよび 64 ビット エディション。すべてのサービス パック）
• Microsoft Outlook 2013
• Microsoft Outlook 2016（CWMS 2.6MR1）
次の表に、どのオペレーティング システムでどのバージョンの Microsoft Outlook がサポートされ
ているかを示します。
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Microsoft Outlook Vista
のバージョン（ク
ライアン
ト/Exchange サー
バ）

Windows 7

Windows 8（デス Windows 10
クトップモードの
み）

Outlook 2007/
Exchange 2007

Y

Y

N

N

Outlook 2010/
Exchange 2007

Y

Y

Y

Y

Outlook 2010/
Exchange 2010

Y

Y

Y

Y

Outlook 2013/
Exchange 2010

N

Y

Y

Y

Outlook 2010/
Exchange 365
Hosted

N

Y

Y

Y

Outlook 2013/
Exchange 2013

N

Y

Y

Y

Outlook 2013/
Exchange 365
Hosted

N

Y

Y

Y

Outlook 2016/
Exchange 365
Hosted

N

Y

Y

Y

Outlook 2010/
Exchange 2016

N

Y

Y

Y：ウィンドウ
7、8、10 をサポー
トしています

Outlook 2013/
Exchange 2016

N

Y

Y

Y：ウィンドウ
7、8、10 をサポー
トしています

Outlook 2016/
Exchange 2016

N

Y

Y

Y：ウィンドウ
7、8、10 をサポー
トしています

Outlook 2016/
Exchange 2010

N

Y

Y

Y：ウィンドウ
7、8、10 をサポー
トしています
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Microsoft Outlook Vista
のバージョン（ク
ライアン
ト/Exchange サー
バ）

Windows 7

Windows 8（デス Windows 10
クトップモードの
み）

Outlook 2016/
Exchange 2013

Y

Y

N

Y：ウィンドウ
7、8、10 をサポー
トしています

サポートされるインスタント メッセンジャ クライアント
インスタントメッセン Windows XP SP3
ジャのバージョン

Windows 7

Windows 8

Communicator 2007

Y

Y

Y

Communicator 2007 R2

Y

Y

Y

Lync 2010（32 ビット） N

Y

Y

Lync 2013（32 ビット） N

Y

Y

Cisco Jabber for Windows の統合
• Cisco Jabber for Windows 9.2.6
• Cisco Jabber for Windows 9.6.1
• Cisco Jabber for Windows 9.7
• Cisco Jabber for Windows 10.5
• Cisco Jabber for Windows 11.0
• Cisco Jabber for Windows 11.5（CWMS 2.6MR1）
• Cisco Jabber for Windows 11.6
• Cisco WebEx Meetings Server と LDAP/Active Directory との統合をサポートしています。

制約事項

Jabber for Windows 9.2.6 は、SAML 2.0 シングル サインオン（SSO）に設定されている Cisco
WebEx Meetings Server 1.5 以降との統合をサポートしています。Jabber for Windows の旧バー
ジョンは、シングル サインオンをサポートしていません。
すべての Cisco Jabber のバージョンまたはプラットフォームが Cisco WebEx Meetings Server との統
合をサポートしているわけではありません（たとえば、クラウドベースの Jabber および WebEx
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Communicator など）。Cisco WebEx Meetings Server との統合については、http://www.cisco.com/en/
US/products/ps12511/tsd_products_support_series_home.html で Cisco Jabber for Windows のマニュアル
を参照してください。

Mac OS：エンドユーザのシステム要件
• サポートされる Mac オペレーティング システム
• サポートされる Mac ブラウザ
Q. Mac オペレーティング システムのエンドユーザのシステム要件は何ですか。
A. 次の項を参照してください。

サポートされる Mac オペレーティング システム
• Mac OS X 10.7 Lion
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion
• Mac OS X 10.9 Mavericks
• OS X 10.11 El Capitan（CWMS 2.6MR1）
• OS X 10.12 Sierra（CWMS 2.7MR2）
サポートされる Mac ブラウザ
• Apple Safari：6 ～ 9.1.3
• Apple Safari：サポートされているオペレーティング システム（Mac OS X 10.6、10.7、10.8）
でサポートされるバージョン
• Google Chrome：23 ～ 53.0.2743.116
で Chrome のリリース スケジュールを参照してください。 http://www.chromium.org/developers/
calendar
Google Chrome：バージョン 2.5MR4 で 39 ～ 42
• Goggle Chrome：23 ～最新
• Mozilla Firefox：10 ～ 48.1
• Mozilla Firefox：10 ～ 25
• Mozilla Firefox：10 ～最新
https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar で Firefox のリリース スケジュールを参照してく
ださい。
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パフォーマンスの最適化
Q. 最高のパフォーマンスを得るにはどうすればよいですか。
A. イベントのパフォーマンスに影響を与える要素には次のようなものがあります。
• インターネット接続の速度
• Cisco WebEx Meetings Server との間のインターネット トラフィック
• ネットワーク上のファイアウォールとプロキシ サーバのパフォーマンス
パフォーマンスを向上させるには
• できる限り高速なインターネット接続を確保します。
• アプリケーションまたはデスクトップ共有の代わりにドキュメント（プレゼンテーショ
ン）共有を使用します。
• 共有するドキュメントに含める画像を減らします。
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トラブルシューティング
• 参加者リストには同じユーザに対する複数のエントリが表示されます, 122 ページ
• Internet Explorer はサポートされません, 122 ページ
• 「404 ページが見つかりません」エラーが発生しました, 123 ページ
• ミーティングの開始または参加ができません, 123 ページ
• SSO が iOS デバイスで機能しません, 125 ページ
• [ミーティングの詳細（Meeting Details）] ページに誤った情報が表示されます, 126 ページ
• ミーティング クライアントがロードされません, 126 ページ
• Adobe Reader が自動的に起動されます, 128 ページ
• コントロール パネルに間違ったバージョンの Productivity Tool が表示されます, 128 ページ
• エラーメッセージ：セットアップに失敗しました, 129 ページ
• エラーメッセージ：主催者のアクセスコードと暗証番号の組み合わせが不正です, 129 ペー
ジ
• エラーメッセージ：参加者のアクセスコードが不正です, 130 ページ
• エラーメッセージ：リクエストの処理に問題が発生しています, 130 ページ
• アクセスコードを再生成するときのエラーメッセージ, 131 ページ
• パーソナル会議アカウントを削除するときのエラー, 131 ページ
• 出席予定者が、電子メール メッセージのリマインダを受け取りません, 131 ページ
• パーソナル会議ミーティングに参加できません, 131 ページ
• WebEx Productivity Tool をインストールできません, 132 ページ
• 「Remember Me」機能が動作しません, 132 ページ
• ミーティングを記録することができません, 132 ページ
• ミーティング記録を再生できません, 133 ページ
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• ミーティング中にオーディオまたはビデオに関する問題が発生しています, 133 ページ
• 非アクティブ化されたユーザによってスケジュールされた会議の削除, 134 ページ
• Web プレゼンテーションの一時停止, 135 ページ
• ヘルプにアクセスできません, 135 ページ
• Windows 8 または 10 で共有するときの表示に関する問題, 135 ページ
• デュアル モニタの使用を共有するときの表示に関する問題, 135 ページ

参加者リストには同じユーザに対する複数のエントリが
表示されます
考えられる原因 これは、同じユーザが複数のデバイスからミーティングにログインするため

に発生します。たとえば、オフィスに向かう前にユーザが自宅からミーティングに参加しま
す。同じユーザが車の中では iPhone を使用してミーティングに参加し、オフィスに着くとコ
ンピュータを使用してそのミーティングに再び参加します。 このユーザが新たなデバイスで
参加する前に前回のセッションを終了させるのを忘れた場合、そのミーティングに 3 回表示さ
れます。
解決法 別のデバイスで参加する前に、参加者は各セッションを終了する必要があります。同ユー

ザのセッションが重複する状態が続くと、WebEx システムで使用可能なキャパシティに影響を与
えます。

Internet Explorer はサポートされません
問題 サポート対象であるはずの Microsoft Internet Explorer 8 を使用していますが、ブラウザのバー

ジョンがサポート対象外であることを示すエラーメッセージが表示されます。
考えられる原因 ブラウザが、Internet Explorer 7 のロジックを効果的に使用する互換表示モード

になっています。
解決法 互換表示モードをオフにします。

1 Internet Explorer のブラウザ ウィンドウを開きます。
2 [ツール（Tools）] > [互換表示設定（Compatibility View Settings）] を選択します。
3 次のことを確認してください。
• WebEx サイトが、互換表示のために追加した Web サイトの一覧に含まれていないこと。
• [イントラネット サイトを互換表示で表示する（Display intranet sites in Compatibility View）]
がチェックされていないこと。
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• [すべての Web サイトを互換表示で表示する（Display all websites in Compatibility View）]
がチェックされていないこと。
4 [閉じる（Close）] を選択します。

「404 ページが見つかりません」エラーが発生しました
問題 Microsoft Windows を実行しているデバイスからミーティングにサインインまたは参加する

ときに、「404 ページが見つかりません」エラーが表示されるか、または接続の問題が発生しま
す。
解決法 次のチェックリストを使用して、データの送受信用のデバイスが正しくセットアップされ

ていることを確認します。
• ネットワーク接続を確認してください。
• 別のコンピュータを使用してみてください。
• サポートされているブラウザを使用してください。Cisco WebEx Meetings に IE を使用する予
定ではない場合でも、お使いのコンピュータの Internet Explorer のバージョンが 8 以降である
ことを確認します。
• [コントロール パネル（Control Panel）] > [インターネット オプション（Internet Options）] に
アクセスして、[TLS 1.0]、[TLS 1.2]、および [SSL 3.0] を有効にします。[詳細設定（Advanced）]
タブを選択します。チェックボックスのリストが表示されます。リストをスクロールして、
[セキュリティ（Security）] ループを探します。[セキュリティ（Security）] の下で、[TLS
1.0]、[TLS 1.2]、および [SSL 3.0] のチェックボックスがチェックされていることを確認しま
す。

ミーティングの開始または参加ができません
考えられる原因 Firefox 27 以降または Chrome 32 以降を使用している場合、Cisco WebEx Meetings

のプラグインが必要です。
解決法 Cisco WebEx プラグインのインストールを促すメッセージが表示された場合、[ダウンロー

ド（Download）] を選択し指示に従って必要なプラグインをインストールしてください。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
Chrome 38 以降のブラウザを使用して WebEx ミーティングを開始したり WebEx の録画を再生し
ている場合は、次のワンタイム インストールを完了して、Chrome ブラウザに Cisco WebEx 拡張
を追加する必要がある場合があります。
1 [WebEx を Chrome に追加（Add WebEx to Chrome）] を選択します。
2 [Cisco WebEx 拡張（Cisco WebEx Extension）] ダイアログで [無料（Free）] を選択します。
3 [追加（Add）] を選択して、Cisco WebEx 拡張を Chrome ブラウザに追加します。
4 Cisco_WebEx_Add-on.exe ファイルを開き、[実行（Run）] を選択します。
5 インストールが完了するとページが更新されます。会議が自動的に開始しない場合は、ページ
を更新します。
考えられる原因 Firefox または Chrome 以外のブラウザを使用している場合、コンピュータに

Java がインストールされていない可能性があります。
解決法 http://www.java.com にアクセスして、Java 1.6.034 以降または Java 1.7.06 以降をインストー

ルします。

考えられる原因

• コンピュータに Internet Explorer（IE）8 または 9 をインストールしていない。IE を使用
して WebEx ミーティングに参加する予定であるかどうかに関係なく、コンピュータにイ
ンストールされている Internet Explorer のバージョンは 8 以降である必要があります。
• システム管理者が暗号化モードを有効にしていて、ブラウザが暗号化データを処理する
ように設定されていない。
解決法 ブラウザを適切にセットアップします。[コントロール パネル（Control Panel）] > [イン

ターネット オプション（Internet Options）] に移動し、[詳細設定（Advanced）] タブを選択して、
[TLS 1.0]、[TLS 1.2]、および [SSL 3.0] がチェックされていることを確認します。詳細は、「404
ページが見つかりません」エラーが発生しました, （123 ページ）を参照してください。

考えられる原因 Google Chrome Frame で Internet Explorer を使用している。
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解決法 Google Chrome Frame での Internet Explorer の使用はサポートされていません。このリリー

スの Cisco WebEx Meetings Server で動作することがテスト済みの別のブラウザを使用します。テ
スト済みブラウザの一覧については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_
guide_list.html の「Cisco WebEx Meetings Server FAQs」で確認できます。
考えられる原因 WebEx ミーティングに参加しようとすると「Java が機能していません」とい

うメッセージが表示される場合は、Java SE Runtime Environment（JRE）を Java SE 7 Update 51
以降に更新する必要があります。
解決法 コンピュータに Java がインストールされているかどうかを確認するには、表示されるメッ

セージ ダイアログで、[ここをクリック（Click here）] を選択します。Java がインストールされて
いる場合は、ブラウザを閉じ、再度 WebEx ミーティングに参加してみます。コンピュータに Java
がインストールされていない場合、または「Java が機能していません」メッセージが再び表示さ
れる場合は、次の手順を実行して最新バージョンをダウンロードします。
1 表示されるメッセージ ダイアログで、[Javaのダウンロードとインストール（Download and install
Java）] を選択します。http://www.java.com/en/download/manual.jsp のウィンドウが表示されま
す。
2 お使いのコンピュータに適したダウンロード リンクを選択します。
3 ブラウザを閉じます。
4 新しいブラウザを開き、WebEx ミーティングに参加します。
考えられる原因 WebEx ミーティングに参加しようとするとセキュリティの警告メッセージが

表示される場合は、WebEx サイトの URL を [Javaセキュリティ（Java Security）] ページの例外
サイト リストに追加します。
解決法 WebEx サイトのURL を [Javaセキュリティ（Java Security）] の例外サイト リストに追加す

るには、次の手順を実行します。
1 [スタート（Start）] > [コントロール パネル（Control Panel）] > [Java] を選択します。
2 [Java コントロール パネル（Java Control Panel）] ウィンドウで、[セキュリティ（Security）] を
選択します。
3 [サイト リストの編集（Edit Site List）] を選択します。
4 [例外サイト リスト（Exception Site List）] セクションで、WebEx サイトの URL を入力し [OK]
を選択します。
5 ブラウザを閉じます。
6 新しいブラウザを開き、WebEx ミーティングに参加します。

SSO が iOS デバイスで機能しません
問題 シングル サインオンは iOS デバイスでは機能しません。
考えられる原因 Apple iOS 6.x には、Safari 6 Web ブラウザを使用している iPad/iPhone の内部

ユーザに関してシングル サインオン（SSO）が機能しないという既知の問題があります。これ
は、iOS 7 で修正された Apple の不具合によるものです。Safari バグ ID は 13484525 です。
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解決法 別の Web ブラウザを使用してください。Mac オペレーティング システムでサポートされ

ているブラウザの一覧については、『Cisco WebEx Meetings Server Planning Guide and System
Requirements』のオペレーティング システムとブラウザの要件に関する項を参照してください。

[ミーティングの詳細（Meeting Details）] ページに誤った
情報が表示されます
問題 ミーティングに参加するために [参加（Join）] ボタンをクリックすると、[ミーティングの

詳細（Meeting Details）] ページに間違った日付が表示されます。
考えられる原因 欠席した定期ミーティング インスタンスはシステムによりスキップされると

いう既知の問題があります。次に例を示します。
• ユーザが毎週水曜日（7 月 1 日、7 月 8 日、7 月 15 日、7 月 22 日）に行われる定期的な
ミーティングをスケジュールします。
• 7 月 1 日のミーティングに参加するためのリンクをクリックすると、[ミーティングの詳
細（Meeting Details）] ページには、7 月 1 日のスケジュールされたミーティングに参加し
ていると表示されます。
• 7 月 8 日のミーティングには誰も参加していません。
• 7 月 15 日のミーティングに参加するためのリンクをクリックすると、[ミーティングの詳
細（Meeting Details）] ページには、7 月 8 日のスケジュールされたミーティングに参加し
ていると誤って表示されます。このミーティングにはまだ参加できます。
• 7 月 22 日のミーティングに参加するためのリンクをクリックすると、[ミーティングの詳
細（Meeting Details）] ページには、7 月 22 日のスケジュールされたミーティングに参加
していると正しく表示されます。これは、以前の定期的なミーティングのインスタンス
に参加しているからです。
解決法 これは、このリリースの Cisco WebEx Meetings Server の既知の問題です。[ミーティングの

詳細（Meeting Details）] ページに表示される日付は無視して、通常通りにミーティングに参加し
てください。

ミーティング クライアントがロードされません
問題 ミーティング クライアントがロードされないため、ミーティングに参加できません。
考えられる原因 Firefox または Chrome を使用している場合、Cisco WebEx Meetings のプラグイ

ンが必要です。
解決法 Cisco WebEx プラグインのインストールを促すメッセージが表示された場合、[ダウンロー

ド（Download）] を選択し指示に従って必要なプラグインをインストールしてください。
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（注）

プラグインをインストールした後、その有効化が必要な場合があります。
• Chrome を使用している場合は、ページの右上に表示されるプラグイン アイコンを選択
し、[常にプラグインを許可する（Always allow plug-ins...）] オプションをオンにし、[完
了（Done）] を選択します。
• Firefox を使用している場合は、URL の先頭（https: の前）に表示されるプラグイン アイ
コンを選択し、[許可して記憶する（Allow and Remember）] を選択します。
会議が自動的に開始しない場合は、ページを更新します。
考えられる原因 プライベート CA または自己署名サーバ証明書を使用しているためである可能

性があります。
解決法 ミーティングに参加する前に、対応するルート証明書をマシンにロードします。

Mac を使用している場合は、次の手順を実行します。
1 [アプリケーション（Applications）] > [ユーティリティ（Utilities）] > [キーチェーン アクセス
（Keychain Access）] を選択して、キーチェーン アクセス アプリケーションを開きます。
2 左側の列の [キーチェーン（Keychains）] で [ログイン（login）] が選択されていることを確認
します。
3 右側の列で信頼できない証明書をダブルクリックして、その証明書の情報を変更できるように
します。

（注）

証明書の横に [x] アイコンが表示されます。
4 [証明書（Certificate）] ウィンドウで、以下の手順を実行します。
1 [信頼（Trust）] セクションを展開して、このセクションのパラメータを確認できるように
します。
2 この証明書を使用する場合は、[常に信頼する（Always Trust）] を選択します。
3 システム アカウントとパスワード情報を入力します。
4 [Save Changes（変更の保存）] を選択します。
証明書の横にあるアイコンが [x] から [+] に変わります。
Windows で Internet Explorer を使用している場合は、次の手順を実行します。
1 Internet Explorer ブラウザで Cisco WebEx Meetings Server のサイトを開きます。
2 [このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）（Continue to this website (not recommended)]
を選択します。
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3 ブラウザのアドレス バーの横にある [証明書のエラー（Certificate Error）] ボタンを選択しま
す。
4 [証明書の表示（View Certificate）] を選択します。
5 [証明書（Certificate）] ウィンドウで [証明書のインストール（Install Certificate）] を選択し、証
明書のインポート ウィザードで次の手順を実行します。
a [ようこそ（Welcome）] ページで [次へ（Next）] をクリックします。
b [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）] を選択
し、[参照（Browse）] をクリックします。
c [証明書ストアの選択（Select Certificate Store）] で、[信頼されたルート証明機関（Trusted
Root Certification Authorities）] を選択し、[OK] をクリックします。
d [次へ（Next）] を選択し、[完了（Finish）] を選択して、証明書をインポートします。
e [セキュリティ警告（Security Warning）] ウィンドウで [はい（Yes）] を選択し、証明書をイ
ンストールします。
f

[OK] を選択して、ウィザードを完了します。

6 [OK] を選択して、[証明書（Certificate）] ウィンドウを閉じます。
7 Internet Explorer を再起動して、Cisco WebEx Meetings Server のサイトを再度開きます。

Adobe Reader が自動的に起動されます
問題 PDF ファイルを共有している場合、主催者のローカル コンピュータで Adobe Reader が自動

的に起動されます。
解決法 これは想定されている動作です。Adobe Reader を手動で終了し、ドキュメントの共有に進

みます。

コントロールパネルに間違ったバージョンの Productivity
Tool が表示されます
問題 WebEx Assistant の [WebEx Productivity Tool について（About WebEx Productivity Tools）] に

表示される Cisco WebEx Productivity Tool のバージョンに、Microsoft Windows コントロール パネ
ルの [プログラムと機能（Programs and Features）] に表示されるバージョンより新しいバージョン
が表示されます。
考えられる原因 管理者が、WebEx Productivity Tool の新しいバージョンが入手可能になったと

きに自動的に更新するオプションを管理サイトで選択しました。
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解決法 管理者が WebEx Productivity Tool の自動更新オプションを選択している場合、WebEx

Productivity Tool の新しいバージョンが入手可能になると、更新をインストールするためのプロン
プトがユーザに表示されます。インストールが完了すると、Windows コントロール パネルの [プ
ログラムと機能（Programs and Features）] に表示される Cisco WebEx Productivity Tool のバージョ
ンに古いバージョン番号が表示されます。これは既知の問題であり、今後のリリースで修正され
る予定です。

エラーメッセージ：セットアップに失敗しました
問題 ユーザが Internet Explorer からミーティングに参加しようとすると、次のエラーメッセージ

が表示されます。「セットアップに失敗しました。再試行してください」。
考えられる原因 使用している Cisco WebEx Meetings のバージョンに問題がある可能性がありま

す。
解決法 次の回避策を実行してください。

1 Cisco WebEx Meetings アプリケーションをアンインストールします。
Windows 7 では、[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [コントロール
パネル（Control Panel）] > [プログラムと機能（Programs and Features）] に移動して実行しま
す。このパスは、オペレーティング システムによって異なる場合があります。

（注）

プログラムをアンインストールするには管理者権限が必要です。
2 「C:\Program Files\WebEx\」フォルダを削除します（存在する場合）。
3 Web ブラウザを開き、WebEx サイトに移動します。
4 ページの右上隅にある [ダウンロード（Downloads）] リンクを選択し、Cisco WebEx Meetings
アプリケーションを再インストールします。
5 再度ミーティングの開始または参加を試みます。
問題が繰り返す場合は、Cisco WebEx サポートの担当者にログ ファイルと「C:\Program
Files\WebEx\ieatgpc.dll」ファイルを送信します。

エラーメッセージ：主催者のアクセスコードと暗証番号
の組み合わせが不正です
問題 ヘッドセットを備えたコンピュータを使用しており、パーソナル会議にダイヤル インする

か、パーソナル会議のオンライン部分に接続すると、主催者アクセスコードと主催者暗証番号の
組み合わせが正しくないことを示すエラーメッセージが表示されます。
解決法 主催者暗証番号と主催者アクセスコードをチェックし、WebEx サイトにサインインでき

ることを確認してください。
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• [マイアカウント（My Account）] ページに移動し、[マイオーディオ接続オプション（My
Audio Connection Options）] セクションにある [パーソナル会議（Personal Conferencing）] を
選択します。会議をスケジュールしたときに使用したパーソナル会議アカウント用に生成さ
れた、正しい主催者暗証番号と主催者アクセスコードを使用していることを確認します。会
議をスケジュールした後にアカウントのアクセスコードを再生成した場合、古い主催者アク
セスコードは機能しません。
• WebEx サイトにサインインできることを確認します。ユーザ アカウントが誤って非アクティ
ブ化されている可能性があります。WebEx サイトにサインインでき、正しい主催者アクセス
コードと主催者暗証番号を使用している場合は、現在の会議を削除し、新しいパーソナル会
議をスケジュールすることができます。

エラーメッセージ：参加者のアクセスコードが不正です
問題 ヘッドセットを備えたコンピュータを使用しており、出席予定者として、パーソナル会議に

ダイヤル インするか、パーソナル会議のオンライン部分に接続すると、入力した参加者アクセス
コードが正しくないことを示すエラーメッセージが表示されます。
解決法 会議の電子メールの招待状に移動し、正しい参加者アクセスコードを入力していることを

確認してください。電子メールの招待状に表示されている参加者アクセスコードを入力している
場合は、会議の主催者に連絡して、主催者が会議をスケジュールしてからコードが変更されてい
ないことを確認してください。主催者が会議をスケジュールした後にアクセスコードを再生成し
た場合は、主催者が現在の会議をキャンセルし、新しいパーソナル会議をスケジュールする必要
がある可能性があります。

エラーメッセージ：リクエストの処理に問題が発生して
います
問題 パーソナル会議アカウントを追加または削除しようとしたり、パーソナル会議のアクセス

コードを再生成しようとすると、「We've hit a glitch processing your request. Try again a little later.」
というエラーメッセージが表示されます。
考えられる原因 ネットワークの問題が発生しているか、バックエンド接続に障害が発生して

いる可能性があります。
解決法 数分待ってから、アカウントの追加/削除またはアクセスコードの再生成を再試行してく

ださい。同じエラーが表示される場合は、管理者に連絡して支援を依頼してください。
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アクセスコードを再生成するときのエラーメッセージ
問題 パーソナル会議アカウントのアクセスコードを再生成しようとすると、エラーメッセージが

表示されます。
解決法 パーソナル会議を主催しており、会議が進行中の場合は、会議が終了するまで待って再試

行してください。進行中のパーソナル会議がない場合に、システムによってアカウントのアクセ
スコードが再生成されていないときは、ネットワークの問題が発生している可能性があります。
サポートが必要な場合は、管理者に問い合わせてください。

パーソナル会議アカウントを削除するときのエラー
問題 パーソナル会議アカウントを削除しようとすると、エラーメッセージが表示されます。
解決法 パーソナル会議を主催しており、会議が進行中の場合は、会議が終了するまで待って再試

行してください。進行中のパーソナル会議がない場合に、システムによってアカウントが削除さ
れないときは、ネットワークの問題が発生している可能性があります。サポートが必要な場合は、
管理者に問い合わせてください。

出席予定者が、電子メールメッセージのリマインダを受
け取りません
問題 会議の主催者として電話機のキー パッドで *7 を押しても、出席予定者にパーソナル会議の

リマインダの電子メール メッセージが送信されません。
解決法 *7 機能は、パーソナル会議をスケジュールし、[WebEx ミーティングのスケジュール

（Schedule a WebEx Meeting）] ページの [参加者（Who）] フィールドに出席予定者を含めている
場合にのみ機能します。WebEx サイトまたは WebEx Assistant を使用してパーソナル会議をスケ
ジュールしなかった場合、*7 機能によって出席予定者に電子メール リマインダが送信されませ
ん。

パーソナル会議ミーティングに参加できません
問題 パーソナル会議にダイヤル インしてミーティング番号を入力しても、会議に接続できませ

ん。
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考えられる原因 電話では、参加者アクセスコードまたはミーティング番号を入力するように

求められますが、パーソナル会議にアクセスするには、参加者アクセスコードのみを入力する
必要があります。ミーティング番号は、WebEx Audio コールに使用されます。
解決法 電話を切り、パーソナル会議へのダイヤル インを再試行して、参加者アクセスコードを

入力してください。

WebEx Productivity Tool をインストールできません
考えられる原因 お使いのコンピュータにインストールを実行する管理者権限がない可能性が

あります。
解決法 詳細については、管理者に問い合わせてください。

「Remember Me」機能が動作しません
問題 ログイン ページで [記憶する（Remember Me）] を選択しても、次回以降ログインするとき

に情報の再入力が必要になります。
考えられる原因 お使いのブラウザの Cookie がオフになっている可能性があります。
解決法 まず、サポート対象のブラウザを使用していることを確認します。http://www.cisco.com/

en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html にある FAQs のリストに記載されています。お
使いのブラウザの Cookie をオンにします。方法についてはシステム管理者に問い合わせてくださ
い。

ミーティングを記録することができません
問題 [記録（Record）] ボタンがグレー表示になっているため、WebEx ミーティングを記録できま

せん。
考えられる原因

• Apple の iPhone や iPad を使用して WebEx ミーティングをスケジュールしている。
• WebEx ミーティングが、Apple の iPhone や iPad を使用している人によって開始された。
解決法

• 記録されていないとしてもミーティングを続行します。ビデオ、オーディオ、およびデスク
トップ共有機能は正常に動作します。
• すべての参加者に WebEx ミーティングの終了を求め、ミーティングをキャンセルし、コン
ピュータを使用して代わりのミーティングをスケジュールします。コンピュータから新しい
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ミーティングを開始し、[記録（Record）] ボタンを選択して、ミーティングの記録を開始し
ます。

（注）

コンピュータを使用して WebEx ミーティングをスケジュールして開始する場合、出席予定者
がモバイル デバイスを使用してそのミーティングに参加している場合でもミーティングを記
録できます。

ミーティング記録を再生できません
問題 WebEx ミーティング記録へのリンクを含む電子メール メッセージを受信し、記録を再生す

るためにそのリンクを選択しても、エラーメッセージが表示されます。
考えられる原因 ユーザがミーティング記録を再生するためにはWebEx サイトにサインインす

る必要がある構成設定が、管理者によって選択されています。
解決法 WebEx サイトにサインインします。次に、受信した WebEx ミーティング記録の電子メー

ルに含まれている記録のリンクを選択します。

ミーティング中にオーディオまたはビデオに関する問題
が発生しています
問題 背景雑音やブーンという音が絶えず聞こえます。
考えられる原因 お使いのデバイスでネットワーク帯域幅の問題が発生している可能性があり

ます。
解決法 3G を使用している場合は、Wi-Fi に切り替えてみてください（使用可能な場合）。
問題 スピーカーから音が聞こえません。
考えられる原因 ヘッドセットのマイクやスピーカーの設定が正しく調整されていない可能性

があります。
解決法 ヘッドセットを使用している場合は、マイクおよびスピーカー設定の微調整, （22 ペー

ジ）でヘッドセット設定の調整方法を確認してください。
問題 ビデオの使用時に、大幅な音声の遅延を確認できます。
考えられる原因 大きなファイルをダウンロードしているなど、他のアプリケーションで多く

のシステム リソースが使用されている可能性があります。
解決法 大きなファイルをダウンロードしている場合は、ダウンロード ジョブをキャンセルして、

ミーティングの後に再開します。
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問題 スピーカーから会話のエコーが聞こえます。
考えられる原因 お使いのデバイスにイヤホンが付属している場合、スピーカーではなくイヤ

ホンから音が聞こえている可能性があります。
解決法 ヘッドセットを接続すると、音質が向上します。
問題 他の参加者のビデオを読み込めないか、またはフリーズします。
考えられる原因 お使いのデバイスのメモリが不足している可能性があります。
解決法 コンピュータを使している場合、少なくとも 2 GB の RAM が必要です。
問題 ビデオを送信できません。
考えられる原因 ビデオを送信できない場合、別のアプリケーションによってデバイスのカメ

ラが占有されている可能性があります。
解決法 バックグラウンドで他のアプリケーションが実行されている場合は、それらを終了しま

す。
問題 Bluetooth ヘッドセットで音声を聞くことができません。
考えられる原因 すべての Bluetooth ヘッドセットがサポートされているわけではありません。

お使いのモバイル デバイスのプラットフォームによって異なります。
解決法 管理者に問い合わせてください。

非アクティブ化されたユーザによってスケジュールされ
た会議の削除
問題 すでに組織に属していないユーザによってスケジュールされた会議が予定表に表示されてい

ます。
考えられる原因 ユーザが組織に属さなくなると、Cisco WebEx システムから非アクティブ化さ

れます。会議をスケジュールしたユーザだけがその会議をキャンセルできるため、ユーザが非
アクティブ化される前にスケジュールした会議はシステムに残り、キャンセルできません。
解決法 会議のエントリを予定表から手動で削除してください。
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Web プレゼンテーションの一時停止
問題 Web 会議中にデュアル モニタを使用してコンテンツを共有しています。一方の画面で、Web

カメラビデオをフルスクリーンモードでオンにすると、自分のプレゼンテーションが他の画面で
自動的に一時停止し、プレゼンテーションでの変更が参加者に表示されません。
考えられる原因 Cisco WebEx Meetings では、Web 会議でコンテンツを表示しているときに、フ

ルスクリーン モードのビデオがサポートされません。
解決法 ビデオを最小化してプレゼンテーションを再開してください。

ヘルプにアクセスできません
問題 ヘルプ コンテンツのリンクが動作していないようです。
考えられる原因 接続に問題がある可能性があります。
解決法 別の Web ブラウザからリンクを開いてみてください。それでもリンクが表示されない場

合は、内部ネットワーク外のインターネット サイトにアクセスできるかどうか確認してくださ
い。ネットワーク アクセスが内部サイトに限定されている場合は、管理者に連絡して、組織の
Cisco WebEx ヘルプ コンテンツへのカスタマイズ リンクを定義してください。

Windows 8 または 10 で共有するときの表示に関する問題
問題 Microsoft Windows 8 または Windows 10 で動作している PC で自分の画面を共有すると、

WebEx のセッション制御、チャット、および参加者ウィンドウの代わりに灰色のボックスが参加
者に表示されます。デスクトップではなくアプリケーションを共有すると、フォアグラウンドの
共有されていないアプリケーションまたはポップアップが、参加者に灰色のボックスとして表示
されます。
考えられる原因 これは、Microsoft Windows 8 または 10 で動作している PC で共有している場

合の既知の問題です。
解決法 画面を共有する前に、参加者に問題を通知してください。

デュアルモニタの使用を共有するときの表示に関する問
題
問題 一部のプレゼンターがアプリケーションを共有している場合、参加者に黄色で網掛けされた

エリアが表示されます。これは、プレゼンターがデュアルモニタを使用しており、プライマリモ
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デュアル モニタの使用を共有するときの表示に関する問題

ニタがセカンダリモニタよりも小さい場合に発生します。プライマリモニタよりも広いセカンダ
リ モニタのエリアは、参加者に黄色で網掛けされて表示されます。
考えられる原因 これは、デュアル モニタを使用して共有している場合の既知の問題です。
解決法 WebEx ミーティングでアプリケーションを共有する場合は、デュアル モニタを使用しな

いでください。
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