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（注）

会議に参加中の詳細については、Cisco Unified MeetingPlace Web ページから［ヘルプ］
をクリックし、Cisco Unified MeetingPlace Web 会議 オンライン ヘルプ を参照してくだ
さい。

1 Web 会議の検索
ステップ 1

次の URL から Cisco Unified MeetingPlace Web 会議 のホーム ページに移動します。

ステップ 2

会議 ID（会議の招待状を参照）を入力し、
［会議に参加］をクリックします。

ステップ 3

ヒント

メッセージが表示されたら、ユーザ ID とパスワードを入力するか、
［ゲスト］フィールドに名前を入力して
［会議に参加］をクリックします。会議コンソールが初期化されます。

Web 会議に初めて参加する場合は、セキュリティ警告に関するメッセージが表示されたら［はい］を選択し
ます。今後のログインを短縮するには、
［Cisco Systems からの内容を常に信頼］チェックボックスをオンに
します。

2 会議コンソールについて
Cisco Unified MeetingPlace 会議コンソールは、
さまざまな会議管理機能や Web 会議機能にアクセスできる仮想会議室です。
参加者リストツール、チャットツール、共有ツールなどの ツール ウィンドウには、さまざまな機能が用意されています。
会議室のレイアウトによって、画面に表示される一連のウィンドウが決まります。
上にマウスを置くと、会議 ID とダイヤルイン
情報を一目で判別できます。
セッション中の機能にアクセスするには、メニューを使用
します。
主催者には追加のメニュー オプションが表示されます。

発言者がわかります。

音声エンドポイントまたはビデオ エンドポイントに接続します。
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会議中に他の参加者に対してプライベート メッセージまたはブロードキャス
ト メッセージを送信するには、［チャット］ツール ウィンドウを使用します。
タイトル バーに［チャット（Q & A）］と表示されている場合、聴衆者はこの
ツールを使用して、プレゼンタまたは主催者から回答を得たい内容について質
問できますが、メッセージを送信することはできません。

［共有］ツール ウィンドウには、共有アプリケーション、
プレゼンテーション、およびホワイトボードのセッショ
ンが表示されます。

クリックすると、新しいレイアウトが追加されます。
クリックすると、準備モードに切り替わります。これでプレゼンテー
ションに影響を与えることなくレイアウトを表示および編集できます。
クリックすると、
［ツールの移動とリサイズ］のオンとオフが切り替わります。
主催者は、レイアウト ツールバーを使用して、レイアウ
トをすぐに切り替えることができます。

会議コンソールのアクセス権について
すべての参加者は、特定のアクセス権を持って Web 会議に参加します。

アイコン 音声およびビデオのアクセス権

アイコン Web のアクセス権

リスナー：参加者は会議を聞くことができま
す。

聴衆者：参加者は、共有のコンテンツ、ホワイトボー
ド、通知を表示できるほか、ファイル共有ツールで共
有されたファイルをダウンロードしたり、会議の投票
に回答することもできます。

音声エンドポイントの発言者：参加者は電話
を通じて接続されており、会議を聞いて発言
することができます。

プレゼンタ：参加者は、プレゼンテーション、ドキュ
メント、アプリケーションの共有、注釈と投票の変更、
および聴衆者の質問への回答ができます。

ビデオ エンドポイントの発言者：参加者はビ
デオ エンドポイントを通じて接続されてお
り、会議を聞いて発言することができます。

主催者：参加者は会議のすべてを制御することができ
ます。たとえば、主催者は、会議コンソールのレイア
ウト変更、会議への招待、会議の名前変更、参加者の
退席やアクセス権の変更、会議の終了ができます。
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3 プレゼンテーションの共有
Microsoft PowerPoint プレゼンテーションの共有
ステップ 1 （オプション）参加者が、プレゼンテーションがロードされるのを待たなくて済むように、会議のスケジュー
ル時や会議の開始前にプレゼンテーションを添付できます。この操作は、
［新しい会議］ページまたは［現
在の会議］ページから［添付 / 記録］をクリックして行います。
ステップ 2

会議コンソールの空の［共有］ツール ウィンドウから、［ドキュメント］をクリックします。

ステップ 3

プレゼンテーションがすでに会議に添付されている場合は、次の手順を実行します。
a. ［添付資料から選択］をクリックします。
b. ［アップロードされたコンテンツ］をクリックします。会議の添付リストが表示されます。
c. プレゼンテーション名をクリックし、［開く］をクリックします。プレゼンテーションの最初のスライ
ドがウィンドウに表示されます。
d. ステップ 5 に進みます。

ステップ 4

会議に添付されていないプレゼンテーションを共有するには、次の手順を実行します。
a. ［マイコンピュータから選択］をクリックします。
b. コンピュータ上のプレゼンテーションの場所を参照します。
c. プレゼンテーション名をクリックし、［開く］をクリックします。プレゼンテーションの最初のスライ
ドがウィンドウに表示されます。

（注）

Linux または Unix システムのユーザは、添付のドキュメントのみを共有できます。

ステップ 5

プレゼンテーションを進めたり戻したりするには、［次へ］ボタンと［前へ］ボタン（
を使用します。

ステップ 6

プレゼンテーション サイドバーのその他のオプションを表示するには、
［サイドバーの表示 / 非表示］ボタ
ン（
）をクリックします。

ステップ 7

一連のスライドの中から特定のスライドを表示するには、プレゼンテーション サイドバーから［概要］タ
ブをクリックし、表示するスライドのタイトルをクリックします。または、［検索］タブをクリックして、
目的のスライドに表示されているテキストを使用してスライドを検索します。

ステップ 8 ［ホワイトボードのオーバーレイ］
（
ステップ 9
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）

）をクリックして、スライドに注釈を追加します。

注釈が追加されたプレゼンテーション スライドのスナップショットを取得するには、ホワイトボード ツー
ルバーの［印刷］をクリックします。

4 アプリケーションでの共有とコラボレーション
（注）

Linux および Unix システムでは、デスクトップからのスクリーン共有、アプリケーション共有、ファイル共
有はできません。これらのシステムのユーザは、ホワイトボードまたは会議の添付の共有、共有ファイルの
表示、および注釈の作成ができますが、自分のシステムにあるファイルを他の参加者と共有することはでき
ません。

参加者へのアプリケーション参照の許可
ステップ 1

共有するアプリケーションを開きます（Microsoft Word、Excel、Internet Explorer など）。

ステップ 2

会議コンソールの空の［共有］ツール ウィンドウから、［自分のコンピュータ画面］をクリックします。

ステップ 3

スクリーン共有のオプションとして、［アプリケーション］をクリックします。アプリケーションのリスト
が表示されます。

ステップ 4

リストから共有するアプリケーションを選択し、［共有］をクリックします。

ヒント

［共有］ツール ウィンドウの下部にある［共有］メニューからアプリケーションを共有にすることもできま
す。
［共有］メニューから共有を開始した時点で別のプレゼンタが共有を実行している場合、自分の共有し
たアプリケーションがそのプレゼンタに共有されているアプリケーションに置き換わります。

アプリケーションの制御の取得
アプリケーションが別のプレゼンタによって共有されている場合、その他のプレゼンタのウィンドウ下部に［制御の取
得］ボタンが表示されます。

ステップ 1

必要に応じてアプリケーションを操作するには、［共有］ツール ウィンドウ下部にある［制御の取得］ボタ
ンをクリックします。アプリケーションのオーナーが要求を許可した場合は、
［要求の取得］ボタンが［制
御の解放］ボタンに変わります。

ステップ 2

制御を止めるには、［制御の解放］をクリックします。
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他のプレゼンタへのアプリケーション変更の許可（オンライン コラボレーション）
ステップ 1

ドキュメントを共有にします。

ステップ 2

別のプレゼンタが自分のドキュメントの制御を取得しようとすると、ポップアップ ウィンドウに制御を取
得しようとしているプレゼンタの名前が表示されます。

ステップ 3

そのプレゼンタによる制御の取得を許可する場合は［許可］を、コラボレーションを防止する場合は［却
下］をクリックします。

オンライン コラボレーションの停止
ステップ 1

システム トレイで、Cisco Unified MeetingPlace アイコン（赤いドア）をクリックします。

ステップ 2 ［制御の停止］をクリックします。

アプリケーション共有の停止
ステップ 1

システム トレイで、Cisco Unified MeetingPlace アイコン（赤いドア）をクリックします。

ステップ 2 ［画面の共有を停止］をクリックします。

ヒント

ウィンドウまたはアプリケーションの共有中は、ウィンドウまたはアプリケーションのタイトル バーに［共
有の停止］ボタンが表示されます。

5 プレゼンタへのヒント
•

インスタント メッセージまたはチャット プログラムは閉じてください。

•

プレゼンテーション モードでは、注釈を使用して要点をハイライトしてください。

•

共有ドキュメント内をスクロールするのではなく、Page Up キーまたは Page Down キーを押してください。

• ［共有］ツール ウィンドウの下部にある［全画面表示］メニューを使用すると、聴衆者メンバーに［全画面表示］ボ
タンを表示するか、自分の［全画面表示］ボタンの変更がすべてのユーザに反映されるようにすることができます。
［全画面表示］メニューを使用するには、
［全画面表示］ボタンの左にある矢印をクリックしてください。
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•

主催者のアクセス権がある場合は、セッション中の入退席アナウンスのオン / オフを切り替えてください。これには、
［会議］メニューから［アナウンスオプション］を選択し、
［すべてのアナウンスの無効化］をクリックします。

•

主催者のアクセス権がある場合は、
［参加者リスト］で個々の参加者名をクリックし、
［権限の変更］アイコン（緑の
矢印のついた人）をクリックして、アクセス権レベルを変更してください。

6 参加者へのヒント
•

共有しているアプリケーション ウィンドウ全体が［共有］ツール ウィンドウに収まるようにするには、
［スクリーン
）をクリックしてください。
に合わせる］
（

•

アプリケーションを実際のサイズで表示する（一般にこのモードの方がフォントや詳細部分が見やすくなります）に
は、
［スクロール］
（

）をクリックしてください。このモードを選択した場合は、アプリケーションの画面に収

まっていない部分には、スクロール バーでアクセスすることができます。
•

プレゼンタが全画面表示を有効にしている場合は、
［全画面表示］ボタンを使用して［共有］ツール ウィンドウが全
画面に表示されるように最大化できます。

7 ホワイトボードの描画ツールを使用した注釈
ホワイトボードの描画ツールは、ホワイトボードと注釈の両方に使用されます。注釈は、Web 会議中に要点を強調するた
めに使用します。

（注）

聴衆者アクセス権を持つユーザには、ホワイトボードおよび注釈権限がありません。

アイコン 説明

アイコン 説明

ホワイトボードの形状や領域を選択します。

テキストを入力します。

自由形式の線を描画します。

画面に形状をスタンプして残します。

太いマーカー線を描画します。

最後の操作を元に戻します。

2 点間に直線を描画します。

最後の操作をもう一度実行します。

正方形または長方形を描画します。

すべての注釈（またはホワイトボード）をクリアします。

円または楕円を描画します。

ホワイトボードまたは注釈画面の内容を印刷します。
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8 ホワイトボードと Web リンクの使用方法
ホワイトボードの使用方法
ステップ 1

会議コンソールの空の［共有］ツール ウィンドウから、
［ホワイトボード］をクリックし、既存のホワイト
ボードを選択するか、［新規ホワイトボード］をクリックします。会議の参加者全員にホワイトボードが表
示されます。

ステップ 2

ホワイトボードでホワイトボードの描画ツールを使用します。

ステップ 3

ホワイトボードを保持するには、［印刷］アイコンをクリックし、ホワイトボードをファイルまたはプリン
タに印刷します。

ヒント

［共有］ツール ウィンドウの下部にある［共有］メニューからホワイトボードを共有にすることもできます。
ホワイトボードを開始した時点で別のプレゼンタが共有を実行している場合、自分の共有するホワイトボー
ドがそのプレゼンタに共有されているホワイトボードに置き換わります。

Web リンク機能の使用方法
ステップ 1

会議の主催者をしている場合は、
［Web リンク］ツール ウィンドウを含むレイアウトに切り替えるか、
［ツー
ル］>［Web リンク］>［新しい Web リンクツール］をクリックして、このツールを現在のレイアウトに追
加します。レイアウトの切り替えや、ウィンドウへの新規ツールの追加ができるのは、主催者だけです。

ステップ 2

参加者のデスクトップに送る Web ページの URL を入力し、
［参照先］をクリックします。各コンピュータ
で新しい Web ブラウザ ウィンドウが起動します。

ヒント

新しいツールを追加する前に、
［表示］>［プレゼンタ限定領域の表示］をクリックして、プレゼンタ限定領
域をオンにしてください。新しいツールは自動的にプレゼンタ限定領域に追加されるので、ツールを画面に
移動して聴衆者から見えるようにする前に、プレゼンタは新しいツールを操作することができます。
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9 投票ツールの使用方法
投票の作成（主催者またはプレゼンタのみ）
ステップ 1

ステップ 2

会議の主催者をしている場合は、
［投票］ツール ウィンドウを含むレイアウトに切り替えるか、
［ツール］>
［投票］>［新しい投票ツール］をクリックして、このツールを現在のレイアウトに追加します。レイアウト
の切り替えや、ウィンドウへの新規ツールの追加ができるのは、主催者だけです。
質問の種類を選択します。
• 複数選択：回答者は回答リストから 1 つだけ選択することができます。
• 複数回答：回答者は回答リストから任意の数またはすべてを選択することができます。

ステップ 3 ［質問］テキスト ボックスに質問を入力します。
ステップ 4

投票を有効にするには、［投票を開く］をクリックします。

ステップ 5

結果表示領域で、
［結果を公開］をクリックして、すべての参加者に結果が表示されるようにします（デフォ
ルトでは、主催者とプレゼンタのみが結果を表示できます）。

ヒント

新しいツールを追加する前に、
［表示］>［プレゼンタ限定領域の表示］をクリックして、プレゼンタ限定領
域をオンにしてください。新しいツールは自動的にプレゼンタ限定領域に追加されるので、ツールを画面に
移動して聴衆者から見えるようにする前に、プレゼンタは新しいツールを操作することができます。

投票への回答
主催者またはプレゼンタによって投票が開かれると、それが自動的に画面に表示されます。主催者またはプレゼンタが投
票結果の公表を選択している場合は、各回答の横に、全回答結果に占める得票数が自動的に表示されます。

ステップ 1

投票の回答がオプション ボタンで表示されている場合は、1 つのボタンをクリックして投票に回答します。
投票の回答がチェックボックスで表示されている場合は、1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして
回答することができます。

ステップ 2

回答を変更するには、新しいボタンをクリックします（または、1 つまたは複数のチェックボックスをオン
またはオフにします）。
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10 ファイル共有ツールの使用方法
ファイルのアップロード（主催者またはプレゼンタのみ）
主催者およびプレゼンタは、自分のコンピュータまたは会議の添付からファイルをアップロードして、会議の参加者と共
有することができます。聴衆者アクセス権を持つ会議の参加者は、ファイルをアップロードすることはできませんが、主
催者は参加者のステータスを変更してファイルのアップロードを可能にできます。

ステップ 1

会議の主催者をしている場合は、
［Web リンク］ツール ウィンドウを含むレイアウトに切り替えるか、
［ツー
ル］>［ファイル共有］>［新しいファイル共有ツール］をクリックして、このツールを現在のレイアウトに
追加します。レイアウトの切り替えや、ウィンドウへの新規ツールの追加ができるのは、主催者だけです。

ステップ 2

ファイル共有ツールで、［ファイルのアップロード］をクリックします。

ステップ 3 ［添付資料から選択］または［マイコンピュータから選択］をクリックします。
ステップ 4

目的のファイルを参照します。

ステップ 5

ファイル名をクリックし、［開く］をクリックします。ファイル共有ツールにファイル名が表示されます。

ファイルのダウンロード
ステップ 1

ファイル共有ツールで、ダウンロードするファイルを選択します。

ステップ 2 ［マイコンピュータに保存］をクリックします。ブラウザ ウィンドウが開き、
［マイコンピュータに保存］ダ
イアログボックスが表示されます。
ステップ 3 ［クリックしてダウンロード］ボタンをクリックします。
ステップ 4

目的の場所を参照します。

ステップ 5 ［保存］をクリックします。
ステップ 6 ［マイコンピュータに保存］ブラウザ ウィンドウを閉じて、会議コンソール ウィンドウに戻ります。
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