
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（MyAccount）]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, 2 ページ

• 音声会議への接続, 3 ページ

• 電話を使用したオーディオへの接続, 3 ページ

• 音声会議からの退室, 4 ページ

• コンピュータを使用したオーディオへの接続, 5 ページ

• マイクおよびスピーカー設定の微調整, 6 ページ

• 会議中のオーディオデバイス切り替え, 6 ページ

• マイクのミュートとミュート解除, 7 ページ

• 保存された電話番号の編集または更新, 8 ページ

• ミーティングの入室音と退室音の変更, 9 ページ

• パーソナル会議の使用について, 10 ページ

• パーソナル会議アカウントの作成, 12 ページ

• パーソナル会議ミーティングへのダイヤルイン, 13 ページ

• アクセスコードの再生成, 15 ページ

• パーソナル会議アカウントの削除, 15 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。

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。（注）

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。

タスクの説明音声会議における権限

•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

音声会議の主催者

•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

音声会議の参加者
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関連トピック

パーソナル会議の使用について, （10ページ）

インスタントミーティングの設定の指定

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

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（Yourphone）]：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。

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。

（注）
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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（CallMe）]
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（Callme）]
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（AudioConnection）]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, （6ページ）

会議中のオーディオデバイス切り替え, （6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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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, （6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。

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。

ヒント

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（MoreOptions）]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（CallMe）]
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（MoreOptions）]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。

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。

ヒント

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。

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。

（注）
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オプション役割

• [エントリ時にミュート（MuteonEntry）]：
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。

ホスト

[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（Participant）]

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（AudioConnection）]
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。

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。

（注）

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。
[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。

（注）

関連トピック

ユーザアカウント情報の更新
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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（MyAccounts）]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（MyAccounts）]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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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。

（注）

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。

タスクパーソナル会議ミーティ

ングにおける権限

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

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。

（注）

• *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

ホスト
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タスクパーソナル会議ミーティ

ングにおける権限

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

出席予定者

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。

（注）

関連トピック

電話を使用したオーディオへの接続, （3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
パーソナル会議アカウントの作成, （12ページ）

インスタントミーティングの設定の指定

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（SavePINandGenerate

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。

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。

（注）

ステップ 4 （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。

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。

（注）

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
パーソナル会議ミーティングへのダイヤルイン, （13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。

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。

（注）

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
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コンピュータを使用したオーディオへの接続, （5ページ）

音声会議からの退室, （4ページ）

[ミーティング（Meetings）]ページからのミーティング参加

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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

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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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。

（注）

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。

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。

（注）

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
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