
オンライン授業にありがちな、こんな悩みを解決します

完全オンラインも対面との組み合わせも OK! これからの学びには Webex

コロナ禍を契機にすっかりメジャーになったオンライン授業。
市場にはさまざまな製品があふれていますが、シスコの Webex には他社にはない豊富なメリットがあります。

これからオンライン授業を導入する学校はもちろん、すでに導入している学校にも役立つメリットを、厳選して紹介します。

教室からオンラインと対面の組み合わせ（ハイブリッド）授業

今なら無料でお試しいただけます

教師の自宅から完全オンライン授業

 ● 教師が話してばかりの一方的な授業になりがち。 
生徒の反応が希薄で、ちゃんと聞いているか、理解しているか不安。

 ● オンライン授業に使う一般的なオンライン会議製品では、ビデオ会議以外の付加機能に乏しい。 
せっかくのデジタルを活かした、生徒を飽きさせない工夫など効果的な授業がしたい。

 ● ビデオ会議専用機を使ってワンランク上のオンライン授業を始めたいが、 使いこなせるか不安。 
カメラやマイクの配線など、機材の準備も大変そう。

 ● Zoom や Microsoft Teams など複数のオンライン会議製品を使っているので、  
どの製品でも簡単に使えるビデオ会議専用機を導入したい。

 ●「オンライン授業に使える」と宣伝するオンライン会議製品やビデオ会議製品が多すぎる。 
何を基準にどの製品を選んだらよいのかわからない。

 ● 用途に応じていろいろなメーカーで揃えるのは面倒で、互換性も不安。 
ソフトウェアもハードウェアも同じように使える 1 つのメーカーで、できれば安価に揃えたい。

コロナ禍以前から世界中の教育現場で豊富な実績があります。
ソフトウェア（サービス）の品質やセキュリティの高さはもちろんのこと、
デスクトップ用から大教室用まで幅広いビデオ会議専用機も利用できます。

Webex なら ...
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インタラクティブな授業を演出する投票機能「Slido」など、
単なるビデオ会議を超えた、さまざまな付加機能を提供します。
Slido は他社のオンライン会議製品でも利用可能です。

高性能な Web カメラや幅広いビデオ会議専用機を提供します。
USB で簡単接続、タッチパネルで簡単操作など、使い勝手が抜群です。
他社のオンライン会議製品でもスムーズに利用可能です。



Webex を特別価格で提供 ! 

教育現場のお客様には、Webex を特別価格で提供します。本カタログで紹介し
たオンライン授業ソフトウェア製品（機能）のライセンスに加えて、ビジネスチャッ
トやオンラインセミナー（ウェビナー）、ハードウェア製品を利用するためのライ
センスもパッケージング。さらにご契約のお客様には、次のページで紹介するハー
ドウェア製品も特別価格で提供します。
教職員数分のライセンスをご契約いただくと、教職員 1 ユーザあたり小中高校
では 35 ユーザ、高等教育機関では 100 ユーザのライセンスが生徒 /学生用と
して無料で付属します。

bit.ly/3GaoiA2
Webex Education Offer

Webex Education Offer

 ● 教職員数分のライセンスを契約（最低 50 ユーザから）
 ● 生徒 /学生用のライセンスが無料で付属
 ● ハードウェア用のライセンスが無料で付属

通常価格

特別価格

リアルタイムで翻訳 /字幕表示

Slido パネル

Webex ソフトウェア（サービス）のメリット

コロナ禍以前から日本および世界の教育現場で採用されてきた、豊富な実績と信頼性。
品質の高さはもちろんのこと、セキュリティとプライバシーに配慮した設計も高い評価を得てきました。

オンライン授業に必要不可欠な基本機能だけでなく、次のような付加機能によって学びの可能性を広げます。

 ● 授業中のミニテストや授業評価アンケートなど、さまざまな用途に活用でき
る投票機能

 ● チャット感覚で利用できる Q&A 機能
 ● 引っ込み思案な生徒でも気軽に意見を発信できる、匿名での投票と Q&A 
をサポート

 ● Webex アプリ内のパネルだけでなくブラウザでも利用できるため、Webex 
の契約があれば他社のオンライン会議製品でも利用可能

Slido（投票機能）

 ● 画面やアプリケーションなど資料の共有時に、自分のビデオを資料の手前に
表示しながら配信可能

 ● 黒板の前に立って教える対面授業のような、臨場感のある演出をサポート

イマーシブシェア（資料共有時の話者合成機能）

 ● 強力な自動音声認識エンジンを備えた AI アシスタント機能によって、リアル
タイム翻訳とリアルタイム文字起こしをサポート *1

 ● 英語や日本語を含む 13 か国語の発言を、100 か国語以上にリアルタイム
で翻訳して字幕表示可能、外国語授業や国際交流を強力サポート *2

 ● 翻訳した外国語の発言はもちろん、ふだんの授業の日本語の発言もリアルタ
イムで字幕表示およびテキストデータとして保存（文字起こし）できるため、
授業中のノート作成や授業後の復習に活用可能 *3

リアルタイム翻訳とリアルタイム文字起こし（オプション）*1

*1　リアルタイム翻訳ライセンスが必要。　*2　13 か国語の翻訳は近日対応予定（2021 年 12 月現在、英語から日本語を含む 100+ か国語への翻訳をサポート）。
*3　日本語の文字起こしは近日対応予定（2021 年 12 月現在、英語の文字起こしをサポート。英語の発言を英語で文字起こしする場合、リアルタイム翻訳ライセンスは不要）。

https://help.webex.com/ja-JP/article/n5qcvik/Webex-Calling-%7C-無料の-90-日間トライアル
https://help.webex.com/ja-JP/article/n5qcvik/Webex-Calling-%7C-無料の-90-日間トライアル


Webex ハードウェア（デバイス）のメリット

高性能 Web カメラ、デスクトップから大教室までカバーするビデオ会議専用機、オンライン授業対応ホワイトボードも提供。
カメラにマイクやスピーカーを内蔵したオールインワン設計、直感的に使えるタッチパネルなど、使い勝手が抜群です。
さらに PC との USB 接続やホーム画面のカスタマイズで、他社のオンライン会議製品でもスムーズに利用できます。

 ● お使いの PC に 4K 対応カメラとノイズリダクション対応マイクを追加でき
る、高性能 Web カメラ

 ● オートフォーカスや自動ホワイトバランス、話者を追跡する自動フレーミング
によって、さまざまな環境で最適なビデオを配信可能

 ● 持ち運びやすいポケットサイズ、USB で簡単接続および自動認識
 ● 市販の卓上三脚に固定して利用可能、一般的な PC 内蔵カメラよりも広い 

81° の水平視野角で黒板や教室の広角撮影も OK
 ● Webex の管理ツールで利用状況などの一元管理をサポート

Webex Desk Camera

 ● タッチディスプレイにカメラ、マイク、スピーカーをオールインワンで搭載す
るデスクトップ用ビデオ会議専用機

 ● ハンドル付きで持ち運びやすい 15 インチモデル、イマーシブシェア対応 
24 インチモデル、イマーシブシェアおよび 4K 対応 27 インチモデルのラ
インアップ

 ● USB 接続で PC のセカンドディスプレイとして利用可能、さらに PC の外
部カメラとして利用可能

 ● ホーム画面のカスタマイズで他社のオンライン会議製品にも簡単接続

Webex Desk シリーズ

 ● 既存のディスプレイにカメラ、マイク、スピーカーをまとめて追加できる一
体型モデルから、ディスプレイにカメラとスピーカーを内蔵およびマイクを
同梱したオールインワンモデルまで、幅広いラインアップの教室用ビデオ会
議専用機

 ● タッチパネル式のコントローラで、利用シーンに合わせたカメラのプリセット
など、簡単操作をサポート

 ● Webex Room USB および Webex Room Kit Mini は USB 接続で PC 
の外部カメラとして利用可能、さらに 120° の水平視野角で黒板や教室の
超広角撮影も OK

 ● ホーム画面のカスタマイズで他社のオンライン会議製品にも簡単接続

Webex Room シリーズ

 ● 55 インチ、70 インチ、または 85 インチの大画面タッチディスプレイにカ
メラ、マイク、スピーカーをオールインワンで搭載、ビデオ会議と電子黒板
を同時に利用できるオンライン授業対応ホワイトボード

 ● タッチで簡単操作、高精細スタイラスペンで円滑かつ正確、自然な書き心地
を実現

 ● USB 接続で PC のセカンドディスプレイとして利用可能、さらに PC の外
部カメラとして利用可能

 ● ホーム画面のカスタマイズで他社のオンライン会議製品にも簡単接続

Webex Board シリーズ



Webex 活用例
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生徒の授業参加を促す投票機能 Slido と
対面授業のような画面を演出できるイマーシブシェアで

対面と同等、あるいはそれ以上に生徒が集中できる授業を実現します。

Webex Desk Camera は市販の卓上三脚にも固定可能。
教室からのオンライン授業で黒板を配信する、

ハイブリッド授業で教室の生徒の様子を配信するなど、さまざまな応用が可能です。

強力な自動音声認識エンジンを備えた AI アシスタントで
外国語授業や国際交流に活用できるリアルタイム翻訳や

授業中のノート作成や授業後の復習に便利なリアルタイム文字起こしを実現します。

オンライン授業対応ホワイトボード Webex Board によるハイブリッド授業なら
教室の生徒もオンラインの生徒も共通のホワイトボードに書き込み可能。

はなれていても、一体感のある授業を演出できます。

ビデオ会議専用機と Webex Board のホーム画面はカスタマイズが可能。
Zoom や Microsoft Teams、Google Meet など、

他社のオンライン会議製品にも簡単に接続できるボタンを設置することができます。

一部のビデオ会議専用機と Webex Board も PC との USB 接続をサポート。
Webex Desk Camera のように PC の外部カメラとして利用できるため、

専用機ならではのビデオ品質を他社のオンライン会議製品でも手軽に活かせます。

Zoom Google Meet

Microsoft Teams


