
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, 1 ページ

• WebExサイト経由でミーティングを開始する, 4 ページ

• インスタントミーティングの開始, 5 ページ

• インスタントメッセンジャから会議を開始, 6 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, 7 ページ

• 会議の検索, 8 ページ

• ミーティングの編集, 9 ページ

• 定期ミーティングの編集, 10 ページ

• 会議のキャンセル, 11 ページ

• 定期的なパターンのサポート, 11 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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[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。

（注）

ステップ 2 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。

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（AlternateHost）]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。

（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。

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。

（注）

• [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（MeetNow）]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。

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。

（注）

ステップ 4 （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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

会議の最長時間は 24時間で
す。

（注）

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。

（注）
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関連トピック

定期的なパターンのサポート, （11ページ）

ミーティングの編集, （9ページ）

会議のキャンセル, （11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。

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 開始する会議を検索します。

[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。

ヒント

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 1以降を使用している場合は、CiscoWebEx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。

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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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。（注）

• 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。

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（MyAccount）]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。

ヒント

ステップ 4 [スタート（Start）]を選択します。

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、CiscoWebEx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。

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。（注）

• 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。

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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• 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。

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。

（注）

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。

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 [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。

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 [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（Showmore 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。

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 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 andNotifyUpdated 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, （11ページ）
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定期ミーティングの編集, （10ページ）

定期ミーティングの編集

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。

ヒント

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 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。

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。

（注）

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 andNotifyUpdated 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。

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。

ヒント

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 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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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。

（注）

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。

説明タイプ

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。

[毎日(Daily)]

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。

[毎週（Weekly）]

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。

月 1回

• [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。

終了
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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, （1ページ）

ミーティングの編集, （9ページ）

定期ミーティングの編集, （10ページ）
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