
Cisco コラボレーションデバイス

多様な働き方と創造力を融合させる
コラボレーションデバイス
急速に普及したテレワーク、そして普及しつつあるハイブリッドワーク。

オフィスだけでなく、自宅、外出先、出張先など、働く場所を自由に選べる時代になっています。

その一方で多くの組織は、オンライン会議などのツールだけではカバーできない、

ビジネスコミュニケーションの低下などの課題に直面するようになりました。

そこでシスコは、従来のビデオ会議専用デバイスを刷新。

新しいビジネスアイデアが生まれるプラットフォームとしても機能する、コラボレーションデバイスを提供します。

AirPlay、Miracast に対応
Slido、ホワイトボードなど
さまざまなアプリと連携

USB でかんたん接続
Zoom や Microsoft  Teams など
さまざまな Web 会議につながる

顔を認識して
自動フレーミング

見る

つながる 使いやすい 選べる

聞く 伝える
ノイズを軽減
翻訳を含む字幕でもサポート

ワンボタンで会議に参加
AI が操作をアシスト

多様な利用シーンに応える
デバイスラインアップ



コラボレーションデバイスで、いつものデスクをコラボ空間化

 ● 高品質なオンライン会議を実施したい
 ● 誰でも簡単に操作できる機器を導入したい
 ● どのオンライン会議サービスでも使える機器がほしい

 ● リアルな会議と同じようにホワイトボードを使いたい
 ● 会議の生産性を向上させたい
 ● 会議コミュニケーションを活性化したい

コラボレーション専用機ならではの高品質な映像と音声、直感的に操作でき

るユーザインターフェイスによって、快適なオンライン会議が可能です。さら

にカレンダー連携やカスタマイズ可能なボタン、USB パススルー機能によって、

Webex に限らず、Microsoft Teams や Zoom、Google Meet など、主要な

オンライン会議サービスに簡単に参加することができます。

主要なオンライン会議サービスにかんたん参加、かんたん活用できる

インタラクティブなアプリや機能で、リアルな会議よりも生産性をアップできる

一方通行になりがちなオンライン会議でも、Cisco コラボレーションデバイス

なら大丈夫。リアルな会議と同じようにホワイトボードで表現や意見交換がで

きるだけでなく、インタラクティブな Q&A と投票を実現する Slido のように

オンライン会議ならではのアプリを活用することで、会議の生産性が向上します。

AI によるジェスチャ認識もサポートするリアクション機能

指またはスタイラスペンで自在に描けるタッチスクリーン搭載
（Cisco Desk シリーズおよび Cisco Board シリーズ）

Slido など会議の生産性を向上させるアプリを利用可能

カレンダー連携やカスタマイズ可能なボタン（画面例は Google Meet）で
主要なオンライン会議サービスに簡単に参加可能

USB 接続で PC のセカンドディスプレイとして利用できるだけでなく*1、
PC の外部カメラ / マイク/ スピーカーとしても利用可能

USB パススルー

課題

課題

Google Meet Zoom

Microsoft Teams

*1　一部のモデルはビデオ出力に HDMI ケーブルが必要。

WebRTC や Webex VIMT などのテクノロジーによって
主要なオンライン会議サービスとの相互接続をサポート



 ● 場所を選ばず、手軽に会議を始めたい
 ● 同僚や家族の映り込みを避けたい
 ● ヘッドセットを使わずに会話したい

 ● 受付を無人化したい
 ● 対面サービスをリモート化したい
 ● フリーアドレス環境をスマート化したい

オフィスのオープンスペースや自宅のリビングなど、プライベートな空間でなくても安心して利用できる

オンライン会議だけでなく、さまざまな用途に活用できる

ちょっとした打ち合わせのたびに、会議室や自宅の仕事部屋に移動するのは

面倒ではありませんか ? プライバシーやセキュリティに配慮して設計された 

Cisco コラボレーションデバイスなら、オフィスのオープンスペースや自宅のリ

ビングなど、非プライベートな空間でも安心して利用できます。

オンラインイベントやオンライン授業だけでなく、たとえば発熱外来での無人

受付システム、行政機関や金融機関でのリモート相談システムなど、さまざ

まな導入事例があります。また、デスク用デバイスならではの活用方法として、

デバイスの簡易予約機能を活かした座席管理も可能です。Cisco Desk Hub な

ら、スマートフォンと連動したスマートなフリーアドレス環境も構築できます。

コラボレーション専用機ならではのパワフルな映像処理で
パフォーマンス低下を心配せずに仮想背景やぼかし背景を利用可能

プライベートなデスクに限らず、さまざまな場所で手軽に会議
ハンドル付きの Cisco Desk Mini なら持ち運びもらくらく

リモート相談システムとしての設置例

無人受付システムとしての設置例

フリーアドレス環境でのホットデスキング（座席管理）をスマート化
PC やスマートフォンと連携して簡単に座席の予約が可能

空きデスクを確認
スマートフォンを置いてサインイン
タップして離席予定時刻を選択 予約完了

課題

課題

騒がしい環境でも周囲の雑音を拾いにくい設計（指向性マイク内蔵）、
さらにタイピング音や紙の擦れ音など、マイクが拾った雑音を信号処理で軽減

自動ノイズ除去



コラボレーションデバイスで、会議室をスマート化

既存のディスプレイとネットワークに接続するだけで簡単に会議室をオンライン

化できます。複数のディスプレイを活用して、会議相手とプレゼンテーション（画

面共有）を別個に表示するなど、臨場感と実用性を兼ね備えたオンライン会

議も可能です。会議室に PC を持ち込んで USB で接続、手軽に他社のオンラ

イン会議サービスで使用したり、リアルな会議で画面を共有したりすることも

可能。画面共有は手間いらずの Wi-Fi 経由でもサポートします。

会議室の簡易予約システムを利用可能、さらにサードパーティのソリューション

と連携した高度な予約システムの構築も可能です。また、デバイスの空き時間

にはお好みの Web コンテンツを表示して、デジタルサイネージとして活用する

こともできます。さらに Cisco コラボレーションデバイスは人感センサーや騒

音センサーなど会議に役立つさまざまなセンサーを搭載していますが、一部の

モデルは温度や湿度、空気質などの環境センサーも搭載。IoT センサーを個

別に導入することなく、快適な会議室空間を確保できます。

ワイヤレス画面共有などリアルな会議でも便利な機能をサポート
PC やスマートフォンのアプリから簡単に接続可能

既存のディスプレイとネットワークにつなぐだけで、会議室をオンライン化できる

予約システム、デジタルサイネージ、環境センサーなど、先進的な機能を会議室に導入できる

会議室用ビデオ会議専用デバイスはタッチパネルコントローラで操作が可能
さらに会議室の予約や、空調や調光など会議室設備のコントロールもサポート

Cisco Room Navigator*1

左は会議室外にも設置可能な壁掛けタイプ
右はテーブルスタンドタイプ

各種センサーから得られたデータをクラウド管理ポータルで可視化
会議室の使用状況や環境を分析して改善が可能使用されていないアイドル時にはデジタルサイネージとして利用可能

1 ～ 3 台のディスプレイに接続可能（Cisco Room シリーズ）

 ● 既存の設備や環境を流用したい
 ● 会議相手の画面とプレゼンテーション画面を使い分けたい
 ● リアルな会議にも活用できる機器を導入したい

 ● 会議室の予約システムを導入したい
 ● 会議室（機器）の空き時間も有効に利用したい
 ● 環境センサーも併せて導入したい 

課題

課題

USB 接続で PC のセカンドディスプレイとして利用できるだけでなく*1、
PC の外部カメラ / マイク/ スピーカーとしても利用可能

USB
パススルー

*1　一部のモデルはビデオ出力に HDMI ケーブルが必要。

*1　Cisco Room USB を除く Cisco Room シリーズに付属、Cisco Board シリーズではオプション。



AI を駆使した豊富な機能で快適な会議を実現します。AI による音声認識機能

は音声での操作をサポート、操作に不慣れなユーザでもタッチレスで快適かつ

安全な操作が可能です。AI による顔認識機能および発話者認識機能と連動し

た自動フレーミングは、常に最適な映像を会議相手に届けます。専用設計の

指向性マイクと AI によるノイズ除去機能の組み合わせは、雑音を会議相手に

届けません。

既存のディスプレイを有効活用する導入形態だけでなく、会議室のホワイトボー

ドそのものをスマート化する導入形態も可能です。さらにオンライン会議なら

ではの多言語対応機能も利用可能。会議相手の英語の発言をリアルタイムで

日本語に翻訳して字幕表示できます。通訳者が参加する会議では、通訳者専

用の音声チャネルを選択して適切な音量に調整できるなど、オリジナルの音声

とのバランスがとれたクリアな聴き取りをサポートします。

音声操作、自動フレーミング、自動ノイズ除去など、AI 駆使した機能で快適に会議ができる

ホワイトボードもスマート化できる、さらにオンライン会議ならではの多言語対応機能も利用できる

ビデオ会議専用デバイスはタッチパネルコントローラで直感的な操作が可能
さらに会議室の予約や、空調や調光など会議室設備のコントロールもサポート

AI による顔認識機能と連動した自動フレーミング（上）
さらに発話者認識機能と連動した自動フレーミングもサポート（下）

騒がしい環境でも周囲の雑音を拾いにくい設計（指向性マイク内蔵）、
さらにタイピング音や紙の擦れ音など、マイクが拾った雑音を信号処理で軽減

AI による音声認識機能を搭載、音声での操作をサポート（日本語対応）

オンライン会議も可能なデジタルホワイトボード（Cisco Board シリーズ）

通訳者が参加する会議では専用の音声チャネルを利用可能
（音声チャネルは主催者が Webex サイトで設定）

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

 ● 誰でも簡単に操作できる機器を導入したい
 ● カメラの操作を自動化したい
 ● 雑音を気にせず会議がしたい

 ● ホワイトボードそのものをスマート化したい
 ● 英語の発言を翻訳して字幕で表示させたい
 ● 通訳者の音声に最適化したい

課題

課題

自動ノイズ除去



「ちょい足し」デバイスで、ワンランク上のオンライン会議を実現

自宅、外出先、そしてオフィスにおける幅広い業務形態に対応するラインアッ

プでヘッドセットを提供。ハイエンドモデルの 730 シリーズと 980 シリーズは、

Bluetooth によるワイヤレス接続と、高級ヘッドフォンでおなじみのノイズキャ

ンセリングに対応。オンライン会議はもちろん、プライベートな映画鑑賞や音

楽鑑賞など、さまざまな利用シーンで最高のサウンド体験を実現します。

オートフォーカスや自動ホワイトバランス、
さらに顔認識機能と連動した自動フレーミングをサポート

市販の卓上三脚にも固定可能
一般的な PC 内蔵カメラ（約 60°）よりも広い 81° または 83° の水平視野角 *1

ホワイトボードや黒板の広角撮影も OK

一般的な PC 内蔵カメラ

Cisco Desk Camera

ユーザ周囲の音を逆位相の音で打ち消すノイズキャンセリングモード、
正位相で増幅するアンビエントモードに対応（Headset 730 & 980）

ノイズを軽減する
デュアル指向性マイク搭載

持ち運びに便利なトラベルケースが付属（Headset 730 & 980）スマートフォンのアプリで設定可能（Headset 730 & 980）*1

お使いの PC に Cisco Desk Camera を追加すれば、オンライン会議のかん

たんグレードアップが可能です。USB ケーブルで接続すれば、カメラとマイク

を PC が自動認識。顔認識機能と連動した自動フレーミング、指向性マイクと

ノイズ除去機能の組み合わせなど、ビデオ会議専用デバイスライクな機能をす

ぐに利用できます。市販の卓上三脚に固定すれば、オンライン会議以外の幅

広い用途にも活用できます。

高性能 Web カメラで、PC でのオンライン会議をグレードアップ

 ● PC のカメラを手軽に高画質化したい
 ● PC のマイクを手軽に高音質化したい
 ● 会議に限らず、幅広い用途に活用できるカメラを導入したい

課題

高性能ヘッドセットで、場所を選ばず最適なサウンド体験を実現

 ● オンライン会議の臨場感を高めたい
 ● 会議相手にクリアな音声を届けたい
 ● 業務形態に合わせて適切なヘッドセットを選びたい

課題

*1　Cisco Desk Camera 4K は 81°、Cisco Desk Camera 1080p は 83°。

*1　Cisco Headset 980 のアプリは Bang & Olufsen 社が提供。



Cisco コラボレーションデバイスは、クラウド管理ポータル Control Hub で一

元管理できます。本社、支社、従業員の自宅など、場所を問わず全デバイスを

管理対象として、使用状況の分析やトラブルシューティングも可能です。

さらに、あらかじめ設定した利用人数を超えたらデバイスの画面にアラートを

表示する、空予約を自動的にキャンセルする、デバイスに搭載した環境セン

サーで収集した室温データや空気質データを分析するなど、デバイスの設置場

所（ワークプレイス）も管理できます。

Control Hub は、会議や電話などの Webex サービスやユーザも含めた、

Webex の統合管理ポータルとして機能します。

クラウドで簡単らくらく一元管理

各拠点のデバイスを一覧表示してステータスをひと目で確認できるだけでなく、
各デバイスのソフトウェアやアラート、設定などをきめ細やかに管理可能

デバイス設定管理画面

現在進行中および過去の会議の品質など詳細な情報を把握できるため、
問題が発生した場合の迅速な対応や解決が可能

トラブルシューティング画面

使用人数や使用時間、環境センサーで収集した室温データや空気質データなど、
ワークスペースの使用状況や環境を分析して改善が可能

ワークスペース使用状況分析画面

デバイスを設置したデスクや会議室などを「ワークスペース」として定義して、
定員や定員超過のアラート、スケジュール方法などを設定可能

ワークスペース設定管理画面

クラウド管理ポータルで、本社や拠点など場所を問わず、デバイスとワークプレイスを一元管理できる

 ● 設置場所に行かずに機器を設定管理したい
 ● 機器だけでなく、会議室も管理したい
 ● トラブルに迅速に対応および解決したい
 ● 機器や会議室の使用状況を分析して最適化したい

課題

クラウド管理ポータル Control Hub 地理的に離れた各拠点のデバイスを一元管理可能
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