
アプリケーションのダウンロードと大量展

開

この製品を使用するには、ユーザのコンピュータにダウンロードする必要がある追加のアプリ

ケーションが必要です。

•アプリケーションのダウンロードについて（1ページ）
•アプリケーションのダウンロード設定の設定（2ページ）
• SMSを使用する際の CWMSアプリケーションのサイレントインストールの制限事項（
3ページ）

•定義からパッケージを作成（4ページ）
• Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションの展開（5ページ）
• Ciscoネットワーク録音プレーヤーの展開（12ページ）
•大量に配置されたアプリケーションへのパス（15ページ）

アプリケーションのダウンロードについて
Webexサイト管理サイトで使用できるツールを使用して、CWMSアプリケーションを大量に展
開できます。ダウンロード可能なアプリケーションには次のものがあります。

• Webexミーティングデスクトップアプリ：会議のスケジューリング、参加、または主催
のためのコアアプリケーション。

Webexミーティングデスクトップアプリがインストールされていない場合、ユーザは初め
てミーティングに参加したときに自動的に PCにダウンロードされます。これは、オンデ
マンドまたはサイレントに実行されるように設定できます。ユーザは、ミーティング中は

Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリを使用し、ミーティングの終了時にそのアプリ
を削除するか、またはアプリケーションのインストールを実行するかを選択できます。イ

ンストールを実行すると、後のミーティングの開始や参加のプロセスが高速化されます。

ユーザが管理者権限を持っていない場合、インストールは失敗します。

• Webexミーティングデスクトップアプリケーション: Microsoft™ Outlook®などの他のアプ
リケーションにミーティング管理機能を追加します。
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システムに更新またはアップグレードした後は、古いバージョンのWebexミーティング
デスクトップアプリケーションを削除して、最新バージョンをインストールすることを推

奨します。

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

CWMSで、アプリケーションの .MSIインストーラは、[管理者（Admin）]> [設定（Settings）]>
[ダウンロード（Downloads）]ページから入手できます。詳細については、『CWMS Planning
Guide』の「Downloading Applications from the Administration Site」を参照してください。

アカウントを作成したエンドユーザに通知する前に、アプリケーションをそれらのユーザのコ

ンピュータにオフラインでプッシュすることを推奨します。アプリケーションをプッシュする

と、ユーザは最初のサインイン時に、会議の開始および会議への参加と、ネットワーク録画の

再生ができます。

ユーザに管理者権限がある場合は、ユーザがエンドユーザの [ダウンロード（Downloads）]ペー
ジからアプリケーションをダウンロードして、アプリケーション自体をインストールできるよ

うにすることができます。追加の管理者アクションは必要ありません。

ユーザの PCに管理者権限がないロックされた環境で、CiscoWebexMeetings Serverにアップグ
レードする際は、アップグレードの手順を開始する前に、新しいバージョンのWebexミーティ
ングアプリケーションをすべてのユーザの PCにプッシュします。

アプリケーションのダウンロード設定の設定
Webexミーティングデスクトップアプリケーションとネットワーク録音プレイヤーのダウン
ロードを許可したり、アプリケーションをユーザにプッシュしたりすることができます。

手順

ステップ 1 Webexサイト管理にサインインする。

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

ターを管理します。

ステップ 2 [設定のダ >ウンロード]に移動します。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

•ユーザがアプリケーションをダウンロードできるようにします

•ユーザのデスクトップへのアプリケーションの手動プッシュ

このオプションを選択した場合、各ダウンロードボタンをクリックすると、Webexミー
ティングデスクトップアプリケーションとネットワーク録音プレイヤーがダウンロードさ

れます。
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ステップ 4 （オプション）新しいバージョンが利用可能になったときに、Webexミーティングデスクトッ
プアプリケーションを自動的に更新することを確認してください。

アプリケーション言語キー

各 ZIPファイル内の英語のアプリケーションインストーラファイルには言語サフィックスが
ありません。他の各言語のアプリケーションインストーラファイルには、それに含まれてい

るアプリケーションの言語を示す省略形がファイル名に含まれています。表に、各言語に使用

される省略形を示します。

言語省略形

中国語（繁体字）B5

ドイツ語DE

スペイン語（南米）ES

フランス語FR

中国語GB

イタリア語IT

日本語JP

韓国語KO

オランダ語NL

ポルトガル語PT

ロシア語RU

スペイン語SP

SMSを使用する際のCWMSアプリケーションのサイレン
トインストールの制限事項

次の制限事項は、Microsoft Systems Management Server 2003（SMS）を使用してサイレントイ
ンストールを行う際に適用されます。

•ユーザーごとのSMSモードはサポートされていません。

• SMS管理者がWebexミーティングデスクトップアプリケーション用の機能を追加する場
合は、まず REMOVEコマンドを実行してから、ADDSOURCEコマンドを実行します。
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•管理者がリモートデスクトップを使用して自分のコンピューターにログオンし、管理者が
パッケージをアドバタイズしている場合は、ユーザは各自のコンピューターを再起動する

必要があります。

•大量展開が可能ですが、各ユーザは資格情報を入力する必要があります。

•メンテナンスリリースに更新したり、新しいリリースにアップグレードする前に、すべて
のユーザーにCisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションをアンインストールす
る必要があります。更新またはアップグレードの後、アプリケーションをユーザに手動で

プッシュするか、またはユーザ自身が [ダウンロード（Downloads）]ページから生ダウン
ロードすることができます。

• Lync統合を使用している場合は、サイレントインストールの後、すべてのインスタント
メッセンジャの統合を適切に行うように、ユーザはコンピュータを再起動する必要があり

ます。

定義からパッケージを作成

手順

ステップ 1 SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（SiteDatabase）]>[パッケージ（Package）]
に移動します。

ステップ 2 [パッケージ（Package）]を右クリックします。

ステップ 3 [新規] > [定義からのパッケージ]に移動します。

ステップ 4 定義に基づくパッケージの作成ウィザードで、[Next]をクリックします。

ステップ 5 [参照 (Browse)]をクリックして、MSIパッケージを見つけて選択し、[次へ (Next)]をクリック
します。

ステップ 6 [常に送信元ディレクトリからファイルを取得する（Always obtain files froma sourcedirectory）]
を選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 送信元ディレクトリの場所を選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 8 [完了（Finish）]をクリックします。
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Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションの
展開

Webexミーティングデスクトップアプリケーションのインストール
CiscoWebexMSIパッケージのインストールには、管理者権限が必要です。MSIパッケージは、
アクセスするのに管理者権限を必要とするデフォルトのOSプログラムフォルダにインストー
ルされます。

Windowsインストーラーサービスのバージョンが古い場合は、エラーメッセージが表示されま
す。WebexMSIパッケージをインストールするには、新しいバージョンのWindowsインストー
ラーサービスにアップグレードしてください。

手順

ステップ 1 ユーザのコンピュータでインストーラを実行します。

インストールウィザードが初期メッセージとともに表示されます。

ステップ 2 インストールのダイアログボックスに到達するまで、次のダイアログボックスで[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 3 [Install]をクリックします。

ステップ 4 インストールが完了したら [Finish]をクリックします。

Webexミーティングデスクトップアプリケーションのアンインストー
ル

手順

ステップ 1 ユーザのコンピュータにサインインします。

ステップ 2 [開始（Start）] > [コントロールパネル（Control Panel）] > [プログラムと機能（Programs and
Features）]に移動します。

ステップ 3 プログラムのリストから、[Cisco Webex Meetings]を選択し、次に [アンインストール/変更
（Uninstall/Change）]をクリックします。
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サイレントインストール:コマンドライン

手順

サイレントアンインストール:コマンドライン

手順

ステップ 1 ユーザのコンピュータにサインインします。

ステップ 2 コンピュータのハードドライブにMSIパッケージをダウンロードします。

ステップ 3 Windowsコマンドプロンプトを開きます。

Windows 7以降では、プロンプトウィンドウを開くには run as administratorを使用する必要が
あります。

ステップ 4 コマンドmsiexec.exe /q /x "webexapp.msi"を入力して、MSIパッケージwebexapp.msi
のすべてのコンポーネントをアンインストールします。

アドバタイズ: SMSシステムごとの無人プログラム
Webexの管理機能を使用して、Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションをユーザ
に手動でプッシュすることができます。または、ユーザによるWebexミーティングデスクトッ
プアプリケーションのダウンロードをエンドユーザのダウンロードページから許可することも

できます。

Microsoft Systems Management Server 2003（SMS）の管理者の場合は、SMSシステム単位無人
プログラムを使用して、Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションをアドバタイズ
できます。

手順

ステップ 1 定義からパッケージを作成

定義からパッケージを作成（4ページ）を参照してください。

ステップ 2 アドバタイズメントの前にシステム単位無人のプログラムオプションを変更します。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLC Cisco Webex生産性向上ツール 2.82] > [プログラム
（Programs）]に移動します。
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b) [システム単位無人（Per-systemunattended）]を右クリックして、[プロパティ（Properties）]
を選択して [システム単位無人プログラムのプロパティ（Per-system unattended Program
Properties）]ダイアログボックスを開きます。

c) [Environments]タブをクリックします。

• [プログラムを実行できます（Program can run）]オプションで、[ユーザがログインし
ている場合のみ（Only when a user is logged on）]を選択します。

• [実行モード（Run mode）]オプションで、[管理者権限で実行（Run with administrative
rights）]を選択します。（[ユーザがこのプログラムとやり取りできるようにする（Allow
users to interact with this program）]をオンにしないでください）。

d) [General]タブをクリックします。
e) Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションのオプションを指定するには、コマ
ンドラインに追加のパラメータを追加します。

• SITEURL=″http://sample.webex.com″は、会社で使用されるWebexサイトURL
を指定します。

•統合パラメータは大文字で指定してください。デフォルト値は 0（無効）です。

次の例では、最初のコマンドラインはmsiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY
/i "webexapp.msi"です。

生産性向上ツールのフラグとパラメータをコマンドライン msiexec.exe /q
ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY /i "webexapp.msi"
SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 MSN=1に追加します。

ステップ 3 プログラムをアドバタイズします。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLC Cisco Webexミーティングデスクトップアプリケー
ション英語（Cisco Webex LLC Cisco Webex Meetings Application English）] > [プログラ
ム（Programs）]に移動します。

b) [システム単位無人（Per-system unattended）]を右クリックします。
c) [すべてのタスク（All Tasks）] > [ソフトウェアの配布（Distribute Software）]をクリッ

クします。

d) プログラムの配布ウィザードで [Next]をクリックします。
e) [SMS Server]を選択し、[Next]をクリックします。
f) [コレクション (collection)]を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
g) [名前（Name）]フィールドにアドバタイズメントの名前を入力し、[次へ（Next）]を選

択します。

h) アドバタイズメントをサブコレクションに適用するかどうかを指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

i) プログラムをアドバタイズする時期を指定し、[次へ（Next）]をクリックします。
j) プログラムを割り当てるかどうかを指定し、[次へ（Next）]をクリックします。
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k) [プログラムウィザードの配布の完了（Completing theDistribute ProgramWizard）]ペー
ジで [完了 (Finish)]をクリックします。

l) \Site Database\System Status\Advertisement Statusディレクトリに移動
し、アドバタイズメントステータスを確認します。

通知を有効にすると、割り当てられたプログラムがプログラムのアドバタイズ後に実行

されることを示すメッセージが表示されます。割り当てられたプログラムは、サイレン

トに動作します。

コンポーネントのインストール: SMSシステムごとの無人プログラム
Cisco Webexミーティングのデスクトップアプリケーションのコンポーネントをインストール
するには、コンポーネントが事前にインストールされていないにもかかわらず、REMOVEを実
行してから ADDSOURCEを実行する必要があります。

手順

ステップ 1 Add-phase1という名前の新しいプログラムを作成し、「システム単位無人プログラム」からす

べてのオプションをコピーして、コマンドラインを更新します。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLCWebexミーティングデスクトップアプリケーション
（CiscoWebexLLCCiscoWebexMeetingApplicationEnglish）]> [プログラム（Programs）]
に移動します。

b) 空白スペースを右クリックし、[新規（New）] > [プログラム（Program）]を選択します。
c) プログラム名とデフォルトのコマンドラインを入力します。
d) [プロパティ（properties）]ダイアログで、[環境（Environment）]タブを選択します。

• [プログラムを実行できます（Program can run）]オプションで、[ユーザがログインし
ている場合のみ（Only when a user is logged on）]を選択します。

• [実行モード（Run mode）]オプションで、[管理者権限で実行（Run with administrative
rights）]を選択します。（[ユーザがこのプログラムとやり取りできるようにする（Allow
users to interact with this program）]をオンにしないでください）。

e) [全般（General）]タブでコマンドラインを更新します。
f)
g) REMOVEをコマンドラインに追加して、追加する必要がある機能を指定します。

例：

OIおよび PITM（PITM値はインスタントメッセンジャへのWebex統合用です）を追加す
る場合は、それらがまだインストールされていない場合でも、最初にREMOVEを実行しま
す：msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "webexapp.msi"
REMOVE="OI,PTIM"
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ステップ 2 ドメイン内の指定された作業マシンのコレクションにプログラムをアドバタイズします。

ステップ 3 2番目のプログラム名「Add-phrase2」を作成し、「システム単位無人プログラム」からすべて
のオプションをコピーして、コマンドラインを更新します。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLCWebexミーティングデスクトップアプリケーション
（CiscoWebexLLCCiscoWebexMeetingApplicationEnglish）]> [プログラム（Programs）]
を選択します。

b) 空白スペースを右クリックし、[新規（New）] > [プログラム（Program）]を選択します。
c) プログラム名とデフォルトのコマンドラインを入力します。
d) [プロパティ（properties）]ダイアログボックスで、[環境（Environment）]タブを選択しま
す。

• [プログラムを実行できます（Program can run）]オプションで、[ユーザがログインし
ている場合のみ（Only when a user is logged on）]を選択します。

• [実行モード（Run mode）]オプションで、[管理者権限で実行（Run with administrative
rights）]を選択します。（[ユーザがこのプログラムとやり取りできるようにする（Allow
users to interact with this program）]をオンにしないでください）。

e) [プロパティ（properties）]ダイアログボックスで、[詳細設定（Advanced）]タブを選択し
ます。

f) [別のプログラムを最初に実行する（Run another program first）]をオンにし、プログラム
[Add-phase1]を選択します。

g) [全般（General）]タブでコマンドラインを更新します。
h) ADDSOURCEをコマンドラインに追加して、追加する機能を指定します。

例：

OIと PITMを追加するには、次のコマンドを使用してください: msiexec.exe /q
ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "webexapp.msi" ADDSOURCE="OI,PTIM" OI=1
MSN=1

ステップ 4 ドメイン内の指定された作業マシンのコレクションにプログラムをアドバタイズします。

コンポーネントのアンインストール: SMSシステムごとの無人プログ
ラム

次の手順を実行して、Microsoft SystemsManagement Server (SMS)を使用してCiscoWebexMeetings
デスクトップアプリケーションを削除します。
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手順

ステップ 1 アドバタイズ: SMSシステムごとの無人プログラム（6ページ）で説明されているように、
新しいプログラムを作成し、「システム単位無人プログラム」からすべてのオプションをコ

ピーして、コマンドラインを更新します。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）]> [CiscoWebexLLCCiscoWebexミーティングデスクトップアプリケーショ
ン（Cisco Webex LLC Cisco Webex Meeting Application）] > [プログラム（Programs）]に
移動します。

b) 空白スペースを右クリックし、[新規（New）]> [プログラム（Program）]に移動します。
c) プログラム名とデフォルトのコマンドラインを入力します。
d) [Properties]ダイアログボックスで、[Environment]タブをクリックします。

• [プログラムを実行できます（Program can run）]オプションで、[ユーザがログインし
ている場合のみ（Only when a user is logged on）]を選択します。

• [実行モード（Run mode）]オプションで、[管理者権限で実行（Run with administrative
rights）]を選択します。（[ユーザがこのプログラムとやり取りできるようにする（Allow
users to interact with this program）]をオンにしないでください）。

e) [全般（General）]タブでコマンドラインを更新します。
f) REMOVEをコマンドラインに追加して、削除する機能を指定します。

例：

OIを削除する場合は、次のコマンドを入力します：msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m
MSII5HK3 /i "webexapp.msi" REMOVE="OI"

PTIM値は、インスタントメッセンジャへの CWMS統合用です。例：

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "webexapp.msi" REMOVE="PTIM"

ステップ 2 ドメイン内の指定された作業マシンのコレクションにプログラムをアドバタイズします。

Cisco Webex Meetingsアプリケーションのアンインストール: SMSシス
テムごとの無人プログラム

手順

ステップ 1 作成した SMSインストールパッケージを使用して、CiscoWebexMeetingsデスクトップアプリ
ケーションを展開します。

定義からパッケージを作成（4ページ）を参照してください。

アプリケーションのダウンロードと大量展開
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ステップ 2 Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションをアンインストールするには、システム
単位アンインストールプログラムをアドバタイズします。

バージョンを更新またはアップグレードするためのAdverstise: SMSシ
ステムごとの無人プログラム

メンテナンスリリースをインストールする前、またはシステムを新しいリリースにアップグ

レードする前に、ユーザに Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーションをアンインス
トールするように依頼します。アップグレードの後、Webex管理を使用してアプリケーション
をユーザに手動でプッシュするか、またはユーザがエンドユーザの[ダウンロード（Downloads）]
ページからダウンロードすることができます。

Webex管理にサインインして、[設定（Settings）] > [ダウンロード（Downloads）]に移動し、次
の設定を無効にします。

•新しいバージョンが利用可能になったときに、Webexミーティングデスクトップアプリ
ケーションを自動的に更新します。

•ユーザがアプリケーションをダウンロードできるようにします。

手順

ステップ 1 ebexapp.msiを使用して新しい SMSインストールパッケージを作成します。

詳細については、定義からパッケージを作成（4ページ）を参照してください。

ステップ 2 アドバタイズメントの前にシステム単位無人のプログラムオプションを変更します。

詳細については、「コンポーネントのインストール: SMSシステムごとの無人プログラム（8
ページ）」を参照してください。

ステップ 3 プログラムをアドバタイズします。

詳細については、「コンポーネントのインストール: SMSシステムごとの無人プログラム（8
ページ）」を参照してください。

アプリケーションのダウンロードと大量展開
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Ciscoネットワーク録音プレーヤーの展開

ネットワーク録画プレーヤーのインストール

Windowsインストーラーサービスのバージョンが古い場合は、エラーメッセージが表示されま
す。WebexMSIパッケージをインストールするには、新しいバージョンのWindowsインストー
ラーサービスにアップグレードしてください。

始める前に

このコンピュータの管理者権限を持っていることを確認します。Cisco Webex MSIパッケージ
は、管理者権限を必要とするデフォルトのOSプログラムフォルダにインストールされます。

手順

ステップ 1 コンピューターでインストーラーを実行します。

インストールウィザードが初期メッセージとともに表示されます。

ステップ 2 インストールのダイアログボックスが表示されるまで、各ダイアログボックスで[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 3 [Install]をクリックします。

ステップ 4 [完了（Finish）]をクリックします。

サイレントインストール:コマンドライン
ユーザのコンピュータにサインインして、Cisco Webex録画プレーヤーをサイレントモードで
インストールできます。

手順

ステップ 1 コンピューターにログインします。

ステップ 2 コンピュータのハードドライブにMSIパッケージをダウンロードします。

ステップ 3 Windowsコマンドプロンプトを開きます。

Windows 7では、プロンプトウィンドウを開くには run as administratorを使用する必要があり
ます。

ステップ 4 Webex録画プレーヤーをサイレントにインストールするには、MSIコマンドを入力します。

例：

アプリケーションのダウンロードと大量展開
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msiexec/i nbr2player_onprem.msi/qnを入力します。

ステップ 5 コンピュータを再起動します。

サイレントアンインストール:コマンドラインインターフェイス
ユーザのコンピュータにサインインして、ネットワーク録画プレーヤーをサイレントモードで

削除できます。

手順

ステップ 1 ユーザのコンピュータにサインインします。

ステップ 2 コンピュータのハードドライブにMSIパッケージをダウンロードします。

ステップ 3 Windowsコマンドプロンプトを開きます。

Windows 7では、プロンプトウィンドウを開くには run as administratorを使用する必要があり
ます。

ステップ 4 コマンド msiexec/i nbr2player_onprem.msi/qnを入力して、MSIパッケージ
onpremmc.msiのすべてのコンポーネントをアンインストールします。

アドバタイズ: SMSシステムごとの無人プログラム

始める前に

Webexデスクトップアプリケーションを手動でプッシュするには、Webex管理にサインインし
て、ダウンロード設定を行います。

SMS管理者である必要があります。

手順

ステップ 1 定義からパッケージを作成

詳細については、定義からパッケージを作成（4ページ）を参照してください。

ステップ 2 アドバタイズメントの前に「システム単位無人」のプログラムオプションを変更します。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLC Cisco Webexネットワーク録画プレーヤー英語（Cisco
Webex LLC Cisco Webex Network Recording Player English）] > [プログラム（Programs）]に
移動します。

アプリケーションのダウンロードと大量展開

13

アプリケーションのダウンロードと大量展開

サイレントアンインストール:コマンドラインインターフェイス



b) [システム単位無人（Per-system unattended）]オプションを右クリックして、[プロパティ
（Properties）]をクリックして [システム単位無人プログラムのプロパティ（Per-system
unattended Program Properties）]ダイアログボックスを開きます。

c) [Environments]タブをクリックします。

• [プログラムを実行できます（Program can run）]オプションで、[ユーザがログインし
ている場合のみ（Only when a user is logged on）]を選択します。

• [実行モード（Run mode）]オプションで、[管理者権限で実行（Run with administrative
rights）]を選択します。[ユーザがこのプログラムとやり取りできるようにする（Allow
users to interact with this program）]を選択しないでください。

d) [General]タブをクリックします。
e) Webexミーティングアプリケーションのいくつかのオプションを指定するには、コマンド
ラインオプションに追加のパラメータを追加します。

例：

たとえば、最初のコマンドラインは msiexec /i "nbr2player_onprem.msi" /qnで
す。

ステップ 3 プログラムをアドバタイズします。

a) SMS管理者コンソールを開き、[サイトデータベース（Site Database）] > [パッケージ
（Packages）] > [Cisco Webex LLC Cisco Webexネットワーク録画プレーヤー英語（Cisco
Webex LLC Cisco Webex Network Recording Player English）] > [プログラム（Programs）]
に移動します。

b) [システム単位無人（Per-system unattended）]を右クリックします。
c) [すべてのタスク（All Tasks）] > [ソフトウェアの配布（Distribute Software）]に移動しま

す。

d) プログラムの配布ウィザードで [Next]をクリックします。
e) [SMS Server]を選択し、[Next]をクリックします。
f) [コレクション (collection)]を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
g) [名前（Name）]フィールドにアドバタイズメントの名前を入力し、[次へ（Next）]を選

択します。

h) アドバタイズメントをサブコレクションに適用するかどうかを指定し、[次へ（Next）]
をクリックします。

i) プログラムをアドバタイズする時期を指定し、[次へ（Next）]をクリックします。
j) プログラムを割り当てるかどうかを指定し、[次へ（Next）]をクリックします。
k) [プログラムウィザードの配布の完了（Completing theDistribute ProgramWizard）]ペー

ジで [完了 (Finish)]をクリックします。
l) \Site Database\System Status\Advertisement Statusディレクトリに移動

し、アドバタイズメントステータスを確認します。

アプリケーションのダウンロードと大量展開
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通知を有効にすると、ユーザは、割り当てられたプログラムが通知後に実行されること

を示すメッセージを表示します。割り当てられたプログラムは、サイレントに動作しま

す。

アンインストール: SMSシステムごとのアンインストールプログラム
SMS管理者は、次の手順を使用して、Cisco Webexネットワーク録音プレイヤーをアンインス
トールできます。

手順

ステップ 1 SMSインストールパッケージを作成します。

定義からパッケージを作成（4ページ）を参照してください。

ステップ 2 Cisco Webexネットワーク録画プレーヤーをアンインストールするには、システム単位アンイ
ンストールプログラムをアドバタイズします。

CiscoWebexネットワーク録画プレーヤーが、指定されたマシンでサイレントにアンインストー
ルされます。

大量に配置されたアプリケーションへのパス
CiscoWebexMeetings Server（CWMS）ソフトウェアの更新を実行した後、大量に展開されたア
プリケーションへのパスを更新する必要がある場合があります。更新後、ットワーク録画プ

レーヤーのパスは、初めて録画を再生するときに使用されるときに自動的に更新されます。

WindowsおよびMac両方のシステム上のアプリケーションは自動的に更新され、更新された
システムとの互換性を維持します。ロックされた環境では、Windowsシステムの場合は手動で
更新を実行する必要がありますが、Macシステムの場合は必要ありません。

Macシステムの場合、パスは /Users/(Local User)/Library/Application Support/Webex Folder/

です。

Windows 7、8.1、および 10システムの場合、パスは<SystemDisk>\ProgramData\Webex

Webexミーティングデスクトップアプリケーションでは、Webexミーティングデスクトップア
プリケーションのパスを使用します。

MSIインストールを使用している場合は、常に一意なパスを使用します。システムは既存の
ファイルを無視します。

Windows 7でダウンロードタイプを使用している場合、システムは一意なパスを使用します。
そうでない場合は、上述したようにシステムは独自のパスを使用します。

アプリケーションのダウンロードと大量展開
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