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Googleカレンダーを使用したハイブリッドカレンダーの
展開タスクフロー

Googleカレンダー環境を使用してハイブリッドカレンダーを展開するには、次のタスクを実
行します。

始める前に

環境の準備

手順

目的コマンドまたはアクション

Googleカレンダー環境をWebexクラウ
ドに登録して、接続をテストし、デフォ

ルトWebexサイトを設定します。

Googleカレンダーを使用したハイブリッ
ドカレンダーの有効化と設定（3ペー
ジ）

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

ハイブリッドカレンダー が組織全体の

会議参加の詳細をローカライズする方法

（任意）会議への参加詳細のローカラ

イズ（5ページ）
ステップ 2

をオーバーライドするには、

https://admin.webex.comで [デフォルトの
言語（Default Language）]を設定しま
す。

ユーザが@webexまたは@meetを入力
したときに ハイブリッドカレンダー

（任意）@webexキーワードと@meet
キーワードの設定（5ページ）

ステップ 3

が実行するアクションを変更するには、

https://admin.webex.comで [キーワード
（Keywords）]を設定します。

音声またはビデオ参加の詳細、および

サービスがサポートする任意の言語の

（任意）電子メールテンプレートのカ

スタマイズ（6ページ）
ステップ 4

ローカライズされたヘッダーとフッター

など、ハイブリッドカレンダーが会議

の招待に追加する内容を選択します。

サービスが正常にプロビジョニングされ

たら、ユーザが明示的にアクティブ化し

ユーザに対するGoogleを使用したハイ
ブリッドカレンダーの有効化（8ペー
ジ）

ステップ 5

て、サービスがそれぞれのGスイートカ
レンダーにアクセスできるようにする必

要があります。

クラウドに登録されているルームおよび

デスクデバイスとWebexボードにワンボ
（任意）Webex Room、Desk、および
Boardデバイスを含むワークスペースへ

ステップ 6

タン機能（OBTP）を提供する場合は、のハイブリッドカレンダーの追加（9
ページ） デバイスのカレンダーサービスをオンに

し、リソースの電子メールアドレスを設

定します。

Webexルームデバイスおよびデスクデ
バイスとWebex Board上の OBTPの場

（任意）パーソナルルームとWebexア
プリの関連付け（10ページ）

ステップ 7

合は、会議スケジューラのパーソナル

ルームにWebexアプリアカウントが関
連付けられていることを確認します。

Googleカレンダーとハイブリッドカレ
ンダーの統合のテスト（11ページ）

ステップ 8
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Googleカレンダーを使用したハイブリッドカレンダーの
有効化と設定

以下の手順に従って、Google Calendar環境をWebexクラウドに登録します。[Control Hub]の
セットアップウィザードの案内に従って実行してください。

手順

ステップ 1 [Control Hub]にサインインします。

ステップ 2 [サービス（Services）]で、[ハイブリッド（Hybrid）] > [Hybrid Calendar (Google)] > [セット
アップ（Set Up）]の順に選択します。

•ドメインごとの委任：Webexアクセスをすべてのルームとカレンダーに付与する場合は、
このオプションを選択します。

•ワークスペースのみ：ドメインごとのアクセスを付与しないが、ワークスペースのHybrid
Calendarが必要な場合は、このオプションを選択します。以下の手順では、すべてのGoogle
Roomリソースへの [イベントに変更を加える（Make changes to events）]のアクセス権を
保持するWorkspace Adminアカウントを指定します。

この承認は。Googleセキュリティポリシーに従って、180日ごとに有効期限切
れになります。以下の「ワークスペースのみ」の手順 a～ cに従って、180日
ごとにこれを再認証し、[再認証（Reauthorize）]をクリックします。

（注）

[ドメインごとの委任（Domain-wide Delegation）]を選択した場合は、手順 3に進みます。

[ワークスペースのみ（Workspaces Only）]を選択した場合は、手順 4に進みます。

ステップ 3 [ドメインごとの委任（Domain-wide Delegation）]の場合、以下の手順を実行します。

a) 新しいブラウザタブで、G Suiteアカウントダッシュボードを開きます
b) Google管理コンソールで、[セキュリティ（Security）]> [アクセスとデータ制御（Access

and data control）] > [API制御（API controls）]の順に選択します。

c) [ドメインごとの委任（Domain-wide Delegation）]で [ドメインごとの委任を管理
（MANAGE DOMAIN WIDE DELEGATION）]を選択します。

d) [新規追加（Add New）]をクリックして、APIクライアントを追加します。
e) 開いた [Control Hub]タブで、[クライアント ID（Client ID）]の値をクリップボードにコ

ピーし、[G Suite設定（G Suite settings）]タブの対応フィールドに貼り付けます。
f) 開いた [ControlHub]タブで、[範囲（Scope）]のテキストをクリップボードにコピーし、

[G Suite設定（G Suite settings）]タブの対応フィールドに貼り付けます。
g) [承認（Authorize）]をクリックし、このページに戻って [次へ（Next）]をクリックしま

す。
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h) すでにG Suiteライセンスを持っているテスト用電子メールアカウントのアドレスを入力
し、[次へ（Next）]をクリックします。これは Googleカレンダーとの接続をテストする
ために使用されます。

i) （オプション）ハイブリッドカレンダーに対してワークスペースを有効にするには、ハ

イブリッドカレンダーで有効にするすべての Googleルームに対して、Googleネット
ワーク管理者または [イベントに変更を加える（Make changes to events）]権限を持つ
Workspace Adminアカウントを付与します。

j) （オプション）[ワークスペースからルームをスケジュール設定（Room Scheduling from
Workspaces）]を有効にするには、Room schedulingアカウントを構成します。このアカ
ウントには、ルーム内スケジュール設定が必要なすべてのGoogleルームに対して、Google
ネットワーク管理者権限または、[イベントに変更を加える（Make changes to events）]
権限のいずれかが必要です。前の手順のWorkspaceAdminアカウントを再利用できます。

k) セットアップ完了プロンプトが表示されたら、[完了（Done）]をクリックします。
l) Hybrid Calendarカードで、Google Calendarの [設定（Settings）]に移動します。

m) @webexスケジューリングに使用するデフォルトWebex Meetingsサイトを選択または入
力して、変更を保存します。

ユーザがWebexアプリアプリのマイパーソナルルーム設定で別のサイトを設定してい
ない場合（ユーザのWebexサイトが管理者によって Control Hubにリンクされているた
め、あるいはユーザが別のサイトで設定を構成したため）は、@webexがデフォルトサ
イトとして使用されます。

ステップ 4 [ワークスペースのみ（Workspaces Only）]の場合は、次の手順を実行します。

a) [ワークスペースのみ（Workspaces Only）] > [次へ（Next）]の順に選択します。

b) ハイブリッドカレンダーがGoogleルームカレンダーへのアクセスに使用するGoogleアカ
ウント電子メールアドレスを入力します。ハイブリッドカレンダーで有効化されるすべ

ての Googleルームに対して、このアカウントが Googleネットワーク管理者権限または、
[イベントに変更を加える（Make changes to events）]権限のいずれかを保持していること
を確認します。

c) ルーム内スケジュール設定でこのWorkspaceAdminアカウントを使用するには、[ルーム内
スケジュール設定にこのアカウントも使用する（Also use this account for in-room
scheduling）]を選択します。

d) [次へ（Next）]をクリックします。
e) Googleアカウントを選択するように求められたら、手順 cで入力したものと同じアカウン
トを選択します。

f) [終了]をクリックします。

承認が完了すると、変更を加えることができます。[設定（Settings）]をクリックし、[認証
（Authorization）]セクションで [認証の編集（Edit Authorization）]をクリックします。
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会議への参加詳細のローカライズ
Control Hubでは、ハイブリッドカレンダーによって招待に追加される参加の詳細の言語がデ
フォルトの言語設定によって制御されます。デフォルトのままにすると、サービスはスケジュー

ラのカレンダー設定からのロケール設定から言語を使用します。

会議スケジューラの設定に基づいて言語の選択をオーバーライドするには、組織全体のすべて

の会議の参加の詳細に使用する特定の言語を選択します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comの顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[サービス（Services）]の下の [ハイブリッド（Hybrid）]
をクリックします。

ステップ 3 Google用のハイブリッドカレンダーカードで、[設定の編集（Edit settings）]をクリックしま
す。

ステップ 4 [会議の招待（Meeting Invitations）]セクションで、[デフォルトの言語（Default Language）]
ドロップダウンリストから言語を選択して、[保存（Save）]をクリックします。
変更を保存すると、ハイブリッドカレンダーは、会議の詳細に参加を追加するたびに選択した

言語を使用します。既存の結合の詳細の言語は変更されません。

@webexキーワードと@meetキーワードの設定
デフォルトで、ユーザが @webexを会議の場所に追加すると、カレンダーサービスがWebex
パーソナルルームの詳細を使用して会議を更新します。ユーザが@meetを追加すると、デフォ
ルトで、サービスがWebexアプリスペースの詳細を使用して会議を更新します。管理者は、
いずれかのキーワードに対するこれらのデフォルトアクションを変更できます。

これらのアクションをどのように設定したかに関係なく、パワーユーザーは、修飾子の

:space、:myroomまたは :onetimeを追加して、いずれかのキーワードに対するアクショ
ンを指定できます。たとえば、@webex:spaceを追加すると、サービスがWebexアプリス
ペースの詳細を使用して会議を更新します。同様に、@webex:onetimeは、1回限りのWebex
会議を作成します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/loginの顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[サービス（Services）]の下の [ハイブリッド（Hybrid）]
をクリックします。
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ステップ 3 カレンダー環境用のハイブリッドカレンダーカードで、[設定の編集（Edit settings）]をクリッ
クします。

複数のカレンダー環境用の ハイブリッドカレンダー セットアップが存在する場合

は、Control Hubの複数のページからキーワード設定にアクセスできますが、設定
した値がすべての環境に適用されます。

（注）

ハイブリッドカレンダー (Microsoft 365)には、この組織に含まれるテナントの一覧が表示され
ます。

ステップ 4 構成するテナントを選択します。

ステップ 5 [設定（Settings）]タブをクリックします。

ステップ 6 [キーワード（Keywords）]セクションで、各キーワードに必要なデフォルトアクションを選択
します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

電子メールテンプレートのカスタマイズ
ハイブリッドカレンダーが会議の招待に含める会議参加の詳細を選択します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/loginの顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[サービス（Services）]の下の [会議（Meeting）]をク
リックします。

ステップ 3 [会議参加の詳細のカスタマイズ（Customize Meeting Join Details）]セクションを見つけます。

ステップ 4 [電話で参加（Join by Phone）]の詳細を表示するかどうかを選択します。

ダイヤルインの詳細を含める場合は、グローバルコールイン番号へのリンク、フリーダイヤル

発信制限へのリンク、またはその両方を追加することもできます。

ステップ 5 アプリケーションまたはビデオ会議デバイスからの参加に関する詳細を表示または非表示にし
ます。
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ビデオダイヤルの詳細を含める場合は、IVR IPアドレス、Skype for Business参加リンク、また
はその両方を含めることもできます。

ステップ 6 [言語の追加（Add a Language）]をクリックし、ドロップダウンメニューから言語を選択し
て、ハイブリッドカレンダーがサポートする言語のカスタムヘッダーおよびフッターを作成し

ます。必要なヘッダーとフッターのテキストが表示されたら、[保存（Save）]をクリックしま
す。

ヘッダーとフッターの値は、それぞれ最大1024文字です（スペースを含む）。

ステップ 7 言語のカスタムヘッダーとフッターを追加したら、その言語を、カスタムヘッダーとフッター
が定義されていない他の言語のデフォルトとして選択できます。デフォルトの言語選択は自動

的に保存されます。
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ユーザに対する Googleを使用したハイブリッドカレン
ダーの有効化

次の手順を使用して、Googleカレンダーを使用したハイブリッドカレンダーに対して少数の
Webexアプリユーザを有効にします。

一括 CSVテンプレートの使用などの他の方法については、「Control Hubでユーザーを追加し
て管理する方法」を参照してください。

これらのいずれの方法でも、ユーザがWebexアプリにサインインして完全にアクティブ化さ
れている必要があります。アプリにサインインしたことのないユーザの@webexを有効にする
には、「ドメインの追加、確認、および要求」プロセスを使用して、ユーザーのドメインを追

加して確認します（検証可能にするには、ドメインを所有している必要があります。ドメイン

を要求する必要はありません）。

始める前に

カレンダーアクセス用にユーザを正常にアクティブ化するには、次の条件を満たす必要があり

ます。

検証が成功することは、ハイブリッドカレンダー機能を使用するための要件です。サービスが

ユーザを検証できない場合、ユーザはエラー状態になります。サービスは、正常にアクティブ

化されたユーザのカレンダーのみにアクセスして継続的な処理を行うポリシーを適用します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comで顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[管理（Management）]の下の [ユーザー（Users）]をク
リックし、リストから特定のユーザーを選択します。

検索機能を使用して、ユーザのリストを絞り込むことができます。

ステップ 3 行をクリックすると、ユーザの概要が表示されます。

ステップ 4 1つ選択してから、変更を保存します。

•新しい環境で、[カレンダーサービス（Calendar Service）]をクリックして、[カレンダー
（Calendar）]をオンにし、[Googleカレンダー（Google Calendar）]が選択されていること
を確認します。

• Exchangeを使用した既存の環境で、[カレンダーサービス（Calendar Service）]をクリック
し、[カレンダータイプ（calendar type）]で、[Googleカレンダー（Google Calendar）]が選
択されていることを確認します。

サービスをアクティブにすると、Webexアプリユーザのステータスが、[保留中のアクティベー
ション（Pending Activation）]から [有効化済み（Activated）]に変わります。この変更にかか
る時間の長さは、サービスに対して有効にしているユーザの数によって異なります。
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ユーザには、機能が有効になっていることを示す電子メールが送信されます。電子メール通知

を無効にする場合は、以下のドキュメントを参照してください。

次のタスク

カレンダー機能のテスト

カレンダーからのWebex会議のスケジュール

関連トピック

ユーザ電子メール通知の無効化

Webex Room、Desk、およびBoardデバイスを含むワーク
スペースへのハイブリッドカレンダーの追加

このタスクは、Webex Room、Desk、または Boardデバイス用の場所がすでに作成されている
ことを前提としています。ワークスペースを作成する必要がある場合は、「ワークスペースへ

の共有デバイスとサービスの追加」を参照してください。

始める前に

• Webexルームデバイスは、Googleルームリソース形式@ resource.calendar.google.comと一致
する電子メールアドレスを持っている必要があります。

ルームデバイスの電子メール形式でドメインプレフィックスを使用する場合は、プレフィッ

クス内のドメインを確認する必要があります。https://help.webex.com/nxz79m5/
Add-Verify-and-Claim-Domainsたとえば、次のような電子メールアドレスを持つデバイスに
ついて、company.comを確認します（アクセスコントロールリストを管理するアカウント
のドメインを確認する際にまだ確認していない場合）。

company.com__3130313639353739333032@resource.calendar.google.com

新しいリソースの電子メールアドレスには、次の例のようにドメインプレフィックスを含

めることはできません。

c_0803348627605091471198@resource.calendar.google.com

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/loginの顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[管理（Management）]の下の [ワークスペース
（Workspaces）]をクリックします。
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https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nwtulzs
https://help.webex.com/article/nt815zm
https://help.webex.com/article/1mqb9cb
https://help.webex.com/article/1mqb9cb
https://help.webex.com/nxz79m5/Add-Verify-and-Claim-Domains
https://help.webex.com/nxz79m5/Add-Verify-and-Claim-Domains
https://admin.webex.com/login


ステップ 3 [カレンダー（Calendar）]に移動し、[予定表を追加（Add Calendar）]をクリックすると、
Webexデバイスからワンボタン機能（OBTP）を使用できるようになります。

ステップ 4 ドロップダウンメニューからカレンダーサービスを選択します。

ステップ 5 G SuiteからGoogleリソースの電子メールアドレスを入力するか、貼り付けます（[カレンダー
（Calendar）]-[リソース（Resources）]）。

これはミーティングスケジュールに使用される電子メールアドレスです。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

パーソナルルームとWebexアプリの関連付け
Webexパーソナルルーム会議をスケジュールする際に、Webexルームデバイスおよびデスクデ
バイスとWebex Boardに参加ボタンを提供するには、ユーザーが自分のWebexアプリアカウ
ントに関連付けられたパーソナルルームを持っている必要があります。これは、次のいずれか

の方法で実現できます。

• Webexサイト上のユーザがWebexアプリにリンクされている。（サイトのリンク手順に
ついては、「Webexサイトから Control Hubへのリンク」を参照してください。）

•ユーザーは、Webexアプリの設定または基本設定から自分の優先Webexサイトを変更し
ます。「デフォルトの会議サイトを変更する」を参照してください。

•包括的なアプローチとして、コントロールハブからの一括 CSVインポートプロセスを使
用して、次の手順でユーザーの優先WebexSiteを設定します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comで顧客ビューにサインインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[管理（Management）]の下の [ユーザー（Users）]をク
リックします。

ステップ 3 [ユーザーの管理（Manage Users）]をクリックします。

ステップ 4 詳細なCSVインポート/エクスポート手順については、https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/
Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Templateを参照してください。

ステップ 5 CSVエディターを使用して、すべてまたは一部のユーザーpreferredWebexSite 属性を変更し
ます。

ステップ 6 CSVファイルをインポートします。

Googleカレンダーを使用したクラウドベースのハイブリッドカレンダーの展開
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https://help.webex.com/341eud/Link-Cisco-Webex-Sites-to-Control-Hub
https://help.webex.com/en-US/article/w4cuvh/Webex-%7C-Change-Your-Default-Meeting-Site
https://admin.webex.com
https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Template
https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Template


Googleカレンダーとハイブリッドカレンダーの統合のテ
スト

次の手順を使用して、テスト会議をセットアップし、Googleカレンダー統合を検証します。会
議をスケジュールする方法については、以下のドキュメントを参照してください。

手順

ステップ 1 ハイブリッドカレンダーに対して有効にされたテストGoogleユーザアカウントのいずれかを
使用して https://calendar.google.comにサインインします。

ステップ 2 [作成（Create）]をクリックしてイベントを開始してから、[場所（Where）]フィールドにス
ペーススケジューリングキーワード（@webex:spaceや@meetなど）を追加します。必要に応
じて他の会議情報を入力してから、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 3 https://teams.webex.comを開いて、テストユーザアカウントでサインインします。

ステップ 4 新しいWebexスペースが作成され、カレンダー招待カードが含まれているかどうかを確認し
ます。

ステップ 5 不在状態をテストするには、https://calendar.google.comで、[設定（Settings）]に移動して、[休
暇レスポンダ（Vacation responder）]をオンにします。
20分以内に、次のように、Webex Teamsのテストアカウントのプロファイル画像に不在オー

バーレイが表示されることが確認できます。

他のユーザがスペースに自分のプレゼンスを表示したときに、表示画像の更新がト

リガーされます。テストユーザが他のアクティブユーザと対話していない場合は、

別のアカウントを使用して更新を確認する必要があります。

（注）

ステップ 6 Webexルームデバイス、デスクデバイス、またはWebex Boardを使用して、参加ボタンをテス
トするには、次の手順を実行します。

a) https://calendar.google.comで、[作成（Create）]をクリックしてイベントを開始してから、
[場所（Where）]フィールドにスケジューリングキーワード（@webexなど）を追加しま
す。

b) [ルーム（Room）]をクリックして、追加するデバイスを選択します。
c) 必要に応じて他の会議情報を入力してから、[保存（Save）]をクリックします。
d) 会議の開始がスケジュールされている場合は、デバイスに [参加（Join）]ボタンが表示さ
れていることを確認します。

関連トピック

カレンダーからの Cisco Webex会議のスケジュール
不在時の表示
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https://calendar.google.com
https://teams.webex.com
https://calendar.google.com
https://calendar.google.com
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nwtulzs
https://help.webex.com/article/lk7294
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


