
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, 2 ページ

• Internet Explorerはサポートされません, 2 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, 3 ページ

• ミーティングの開始または参加ができません, 3 ページ

• SSOが iOSデバイスで機能しません, 5 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, 6 ページ

• ミーティングクライアントがロードされません, 6 ページ

• Adobe Readerが自動的に起動されます, 8 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, 8 ページ

• エラーメッセージ：セットアップに失敗しました, 9 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, 9 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, 10 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, 10 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, 11 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, 11 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, 11 ページ

• パーソナル会議ミーティングに参加できません, 11 ページ

• WebEx Productivity Toolをインストールできません, 12 ページ

• 「Remember Me」機能が動作しません, 12 ページ

• ミーティングを記録することができません, 12 ページ

• ミーティング記録を再生できません, 13 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, 13 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, 14 ページ

• Webプレゼンテーションの一時停止, 15 ページ

• ヘルプにアクセスできません, 15 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, 15 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, 15 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 inCompatibilityView）]
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、[TLS1.0]、[TLS1.2]、および [SSL3.0]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Chrome32以降を使用している場合、CiscoWebExMeetings
のプラグインが必要です。

解決法 CiscoWebEx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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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。

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, （3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（Downloadand 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（MeetingDetails）]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（MeetingDetails）]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 CiscoWebExMeetings 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 CiscoWebEx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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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。

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。

証明書の横に [x]アイコンが表示されます。（注）

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CiscoWebExMeetings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。

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。（注）

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。

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。

（注）

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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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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