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Cisco Spark は、毎日の仕事で活用の機会が増えているビジネス メッセージ、ビデオ会議などのコラボレーション
機能に加えて、手書きによる図や書き込みのリアルタイム共有、既存のビデオ会議端末との相互接続に必要なゲート
ウェイ機能を単一のクラウドプラット フォームとして提供します。

会議前

●  毎週の会議の議題は関係者へメールで
送信

●  資料を投影するためプロジェクタも手配。    
参加者に配布するプリント アウトも準備

●  質問やスケジュール調整の連絡が内線電
話でも個別に行われている

●  会議のテーマに基づいて
スペースを作成し、必要
なやり取りはすべて集約

●  配布資料も事前にアップロードして共有

セキュアなプラットフォーム上で、気軽にコミュ
ニケーションしながら毎日のコラボレーション
を活性化させます。

フェイス ツー フェイスのコミュニケーションも
簡単に利用でき、参加メンバーの理解度をさら
に高められます。

必要なファイルをメンバー間ですぐ共有、閲覧
できるので、ビジネスの俊敏性向上に不可欠な
意思決定のスピード アップに貢献します。

手描きのイメージやコメントをその場で共有す
ることで、より直感的で、相手に伝わるコラボ
レーションを実現できます。

一番の違いはコンセプト

これまでのやり方
ツールもデータも
みんなバラバラ

Cisco Spark は
すべての要素を
シンプルに連携

書く

会議を変える、会議が変わる
これからのコラボレーションを支える
クラウド プラットフォーム

会議中

●  資料はプロジェクタで投影したものとプ
リント アウトを相互に参照。各人でコ
メントを記入

●   会議のモデレータはホワイトボードで
説明。書いた内容は後でスマートフォ
ンのカメラで撮影して記録

●   拠点から会議に参加する人はビデオ会
議システムを利用。なかなかつながら
ず、リモコン操作も煩雑

●  事前に共有した会議資料の
ファイルを PC 画面に表示

●  スクリーンへの投影が必要
なときはワイヤレスで画面を転送、表示

●  ビデオ会議との連携はボタンを１回クリックする
だけで簡単

●  電子ホワイトボード機能で、手書きのコメントも
全員でリアルタイムに共有

会議後

●   会議に不参加だった人は、後日のメー
ルと配布する議事録を参照

●   会議中に利用した資料は共有フォルダ
にコピーして各自閲覧

●   ホワイトボードに書いた内容は写真の
まま共有。資料として作り直す必要があ
れば後日対応

●  今回の会議のスペースに議
事録、追加資料、ホワイト
ボードの書き込みなど関連
するデータをアップロード。
ここを見れば不参加の人も内容を把握できる

●  次回の会議は、保存したホワイトボード画面を
呼び出すことで内容をすぐ理解できる

聞く、
話す

描く共有する

「会話」「会議」そして「端末」
あらゆる要素が
シームレスに「つながる」

Cisco Spark



必要なメンバーを招集して、会議スペースを設定するところから Cisco Spark の活用は始まります。
すべての端末で同じユーザ インターフェイスを備え、場所や端末に捉われることなく、同じ使い勝手で
コラボレーションできます。

いつでも、どこでも、直感的に使える

システム管理者向けのダッシュボード画面として提供される 
Cisco Spark Control Hub では、ユーザや端末の数、利用
状況の確認、ログ管理など、必要な作業をすべて 1 つの画
面で行えます。直感的なユーザ インターフェイスを備え、運
用管理の負担を抑えられます。

● チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージをやり
取りできます。書き込んだメッセージはすべて暗号化
されるので、情報の機密保持の面でも安心して利用
できます。

● ユーザ名を指定してメッセージを書き込むと、その相
手に通知される「メンション」機能や、任意のメッセー
ジに付与できる「フラグ」機能などを標準で備えてい
ます。検索やフィルタリングももちろん可能です。

● ファイル形式を問わず、メールでは添付できない大
きなサイズのファイルでも、メッセージのやり取りと
同じように簡単にアップロード、共有できます。ファ
イルの検索や、誤ってアップロードしてしまった場合
の削除も可能です。

● Microsoft O�ce のファイル（.doc、.xls、.ppt な
ど）や、JPEG、PNG  形式の画像ファイルは、ダウ
ンロードしなくても Cisco Spark 上で内容を直接
プレビューできます。

運用管理も直感的

Cisco Spark は API を公開しており、これを利用して外部
のアプリケーションやクラウド サービス、社内システムなど
と連携させることができます。Cisco Spark 上で利用可能な
多数の Bot も、この API 活用の好例です。

アプリ連携がシンプル

ビジネス メッセージング

ファイル共有 /閲覧

● 場所や端末の制限なく、Cisco Spark の「会議」ボタンを1回押
すだけでビデオ通話を始められます。複数のユーザが参加する
ビデオ会議も可能です。

● Cisco Spark を利用している端末のほかに、シスコのビデオ会
議システム Cisco TelePresence シリーズや、Web 会議サー
ビス Cisco WebEx とも連携でき、個人間から部署間、拠点間
まで幅広い規模に対応できます。

● スマートフォンやタブレット端末、タッチ対応 PC などで、手描き
機能を使って図や絵を描き、ダイレクトに共有できます。

● 大画面モニタと手描き機能、ビデオ会議機能を一体化した 
Cisco Spark Board では、デジタル ホワイトボードとして投影
している資料の上から書き込みを行うことができ、より直感的で
スピーディな意思疎通を実現します。

Cisco Spark では、書き込んだメッ
セージの翻訳やメール ソフトとの連
携、会議室の予約を自動化すると
いったビジネスに役立つ機能を Bot 
として利用することができます。簡単
な構文を覚えるだけですぐ使え、そ
のバリエーションは広がっています。

テキスト翻訳
・入力された言語を英語に翻訳
・入力された英語を中国語に翻訳

画像処理
・画像を読み込み、画像内の文字
  をテキストに変換
・添付画像にテキストを挿入

メール、Web 連携
・スペースに参加しているユーザに
  メールを送る
・指定されたURLのプレビューを表示

他のツールと連携
・スケジューラと連携した会議室の予約
・アンケート作成、回答、集計

など多数

Bot の活用でより便利に
Cisco Spark Room シリーズは、4K カメラ、高音質のマイクとス
ピーカーを一体化し、設置が簡単ですぐ使えるビデオ会議システ
ムです。話者の自動追従表示、ワイヤレス LAN での資料投影、
デュアル モニタ接続、利用状況レポートなどの機能を標準で備え
ています。7 名までの会議に適した Cisco Spark Room Kit、14 
名まで対応する Cisco Spark Room Kit Plus、そして 55 インチ 
ディスプレイと一体化した 6 ～ 8 名向けの Cisco Spark Room 
55 をラインナップしています。

Cisco Spark Room シリーズ

すべてが「つながる」プラットフォームで
途切れないコラボレーションを

ビデオ会議/Web 会議

Cisco Spark Board

準備も、管理も、連携も
Cisco Spark はすべてが直感的 書く 聞く、

話す

描く共有する

Cisco Spark は常にセキュアな基盤を提供します。

「働き方改革プロジェクト チーム」の仮想会議室

利用するデバイスや場所は異なっても
使い勝手は全員同じ

自宅

会議室

取引先

社外

Cisco Spark

Cisco Spark は書き込むメッセー
ジや共有するファイルをエンド 
ツー エンドで暗号化しており、高い
安全性を保っています。また、
Cisco Spark Pro Pack を利用す
ると、さらに強固なセキュリティや
分析にも対応できます。

Standard Pro Pack
エンド ツー エンドの暗号化
ハイブリッド データ セキュリティ（オンプレミス KMS）
カスタム セキュリティ設定※1

●
-
-

●
●
●

基本的なレポート
ドリル ダウンおよびマルチディメンション ピボット対応の
カスタマイズ レポート
会議のリアルタイム診断
レポート統合向けメトリック API

※1　例：Mobile Pin 番号の強制、管理者によるトークンの取り消し、ロードマップ：外部とのコミュニケーションの禁止、クライアント タイムアウト時間の設定、ファイル共有の禁止
※2　2017 年 8 月は Cisco WebEx の使用状況データのみ。Cisco Spark のデータは 2017 年 10 月から開始
※3　API 利用開始は 2017 年 10 月を予定

eDiscovery コンソール：検索および抽出
コンプライアンス（イベント）API
（DLP、アーカイブ eDiscovery 統合用）
柔軟な保持ポリシー

90 日

90 日

-

無制限

無制限

●

90 日

-

-
-

365 日※2

●※2

●※2

近日対応予定※3

アプリケーション、クラウド サービス、業務システムさまざまな Bot

・Microsoft O�ce 365
・Active Directory
・Google Apps
・Box

・社内基幹システム
・人事システム
・経理システム
・会議室予約システム
　　　　　　　　など

Bot

Cisco Spark セキュリティ

コンプライアンス

分析
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簡単に利用でき、参加メンバーの理解度をさら
に高められます。

必要なファイルをメンバー間ですぐ共有、閲覧
できるので、ビジネスの俊敏性向上に不可欠な
意思決定のスピード アップに貢献します。

手描きのイメージやコメントをその場で共有す
ることで、より直感的で、相手に伝わるコラボ
レーションを実現できます。

一番の違いはコンセプト

これまでのやり方
ツールもデータも
みんなバラバラ

Cisco Spark は
すべての要素を
シンプルに連携

書く

会議を変える、会議が変わる
これからのコラボレーションを支える
クラウド プラットフォーム

会議中

●  資料はプロジェクタで投影したものとプ
リント アウトを相互に参照。各人でコ
メントを記入

●   会議のモデレータはホワイトボードで
説明。書いた内容は後でスマートフォ
ンのカメラで撮影して記録

●   拠点から会議に参加する人はビデオ会
議システムを利用。なかなかつながら
ず、リモコン操作も煩雑

●  事前に共有した会議資料の
ファイルを PC 画面に表示

●  スクリーンへの投影が必要
なときはワイヤレスで画面を転送、表示

●  ビデオ会議との連携はボタンを１回クリックする
だけで簡単

●  電子ホワイトボード機能で、手書きのコメントも
全員でリアルタイムに共有

会議後

●   会議に不参加だった人は、後日のメー
ルと配布する議事録を参照

●   会議中に利用した資料は共有フォルダ
にコピーして各自閲覧

●   ホワイトボードに書いた内容は写真の
まま共有。資料として作り直す必要があ
れば後日対応

●  今回の会議のスペースに議
事録、追加資料、ホワイト
ボードの書き込みなど関連
するデータをアップロード。
ここを見れば不参加の人も内容を把握できる

●  次回の会議は、保存したホワイトボード画面を
呼び出すことで内容をすぐ理解できる

聞く、
話す

描く共有する

「会話」「会議」そして「端末」
あらゆる要素が
シームレスに「つながる」
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クラウドでチーム作業を効率化する
新しいコラボレーション プラットフォーム

Cisco Spark

Cisco Spark ライセンス体系

開発者向けのコミュニティ サイトを設けており、
Cisco Spark の API を用いたアプリケーション
やクラウド サービスとの連携や Bot の開発など
に必要な情報を提供しています。
URL：https://developer.ciscospark.com/

Cisco Spark
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/cisco-spark/index.html

Cisco Spark Board
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/spark-board/index.html

Cisco Spark Room Kit
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/index.html

Cisco Spark 開発者向けコミュニティ サイト

関連情報

無償版

有償版

無制限の
ルーム作成と
参加者

1 対 1 および
グループ

メッセージング

ファイル共有 1 対 1 ビデオ電話
 3 名までの
ビデオ会議

10 サービス
との統合

モバイル
カレンダー
連絡帳の統合

オンライン
セルフ サポート

エンド ツー エンド
の暗号化

M1
ビジネス メッセージング

無償版のすべての機能

・ライブ サポート
・管理ポータル
・仮想会議室の管理
・他の環境との連携※1

無償版のすべての機能

M1 のすべての機能

Spark 会議※２

Cisco WebEx

M3
ビジネス メッセージング と
アドバンスド ミーティング

※1 Active Directory、Microsoft Exchange、Cisco Uni ed Communications Manager（Uni ed CM）との連携に対応

※2 Spark アプリケーションまたは Spark 端末を 25 台まで 1 会議室に接続可能
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必要なメンバーを招集して、会議スペースを設定するところから Cisco Spark の活用は始まります。
すべての端末で同じユーザ インターフェイスを備え、場所や端末に捉われることなく、同じ使い勝手で
コラボレーションできます。

いつでも、どこでも、直感的に使える

システム管理者向けのダッシュボード画面として提供される 
Cisco Spark Control Hub では、ユーザや端末の数、利用
状況の確認、ログ管理など、必要な作業をすべて 1 つの画
面で行えます。直感的なユーザ インターフェイスを備え、運
用管理の負担を抑えられます。

● チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージをやり
取りできます。書き込んだメッセージはすべて暗号化
されるので、情報の機密保持の面でも安心して利用
できます。

● ユーザ名を指定してメッセージを書き込むと、その相
手に通知される「メンション」機能や、任意のメッセー
ジに付与できる「フラグ」機能などを標準で備えてい
ます。検索やフィルタリングももちろん可能です。

● ファイル形式を問わず、メールでは添付できない大
きなサイズのファイルでも、メッセージのやり取りと
同じように簡単にアップロード、共有できます。ファ
イルの検索や、誤ってアップロードしてしまった場合
の削除も可能です。

● Microsoft O�ce のファイル（.doc、.xls、.ppt な
ど）や、JPEG、PNG  形式の画像ファイルは、ダウ
ンロードしなくても Cisco Spark 上で内容を直接
プレビューできます。

運用管理も直感的

Cisco Spark は API を公開しており、これを利用して外部
のアプリケーションやクラウド サービス、社内システムなど
と連携させることができます。Cisco Spark 上で利用可能な
多数の Bot も、この API 活用の好例です。

アプリ連携がシンプル

ビジネス メッセージング

ファイル共有 /閲覧

● 場所や端末の制限なく、Cisco Spark の「会議」ボタンを1回押
すだけでビデオ通話を始められます。複数のユーザが参加する
ビデオ会議も可能です。

● Cisco Spark を利用している端末のほかに、シスコのビデオ会
議システム Cisco TelePresence シリーズや、Web 会議サー
ビス Cisco WebEx とも連携でき、個人間から部署間、拠点間
まで幅広い規模に対応できます。

● スマートフォンやタブレット端末、タッチ対応 PC などで、手描き
機能を使って図や絵を描き、ダイレクトに共有できます。

● 大画面モニタと手描き機能、ビデオ会議機能を一体化した 
Cisco Spark Board では、デジタル ホワイトボードとして投影
している資料の上から書き込みを行うことができ、より直感的で
スピーディな意思疎通を実現します。

Cisco Spark では、書き込んだメッ
セージの翻訳やメール ソフトとの連
携、会議室の予約を自動化すると
いったビジネスに役立つ機能を Bot 
として利用することができます。簡単
な構文を覚えるだけですぐ使え、そ
のバリエーションは広がっています。

テキスト翻訳
・入力された言語を英語に翻訳
・入力された英語を中国語に翻訳

画像処理
・画像を読み込み、画像内の文字
  をテキストに変換
・添付画像にテキストを挿入

メール、Web 連携
・スペースに参加しているユーザに
  メールを送る
・指定されたURLのプレビューを表示

他のツールと連携
・スケジューラと連携した会議室の予約
・アンケート作成、回答、集計

など多数

Bot の活用でより便利に
Cisco Spark Room シリーズは、4K カメラ、高音質のマイクとス
ピーカーを一体化し、設置が簡単ですぐ使えるビデオ会議システ
ムです。話者の自動追従表示、ワイヤレス LAN での資料投影、
デュアル モニタ接続、利用状況レポートなどの機能を標準で備え
ています。7 名までの会議に適した Cisco Spark Room Kit、14 
名まで対応する Cisco Spark Room Kit Plus、そして 55 インチ 
ディスプレイと一体化した 6 ～ 8 名向けの Cisco Spark Room 
55 をラインナップしています。

Cisco Spark Room シリーズ

すべてが「つながる」プラットフォームで
途切れないコラボレーションを

ビデオ会議/Web 会議

Cisco Spark Board

準備も、管理も、連携も
Cisco Spark はすべてが直感的 書く 聞く、

話す

描く共有する

Cisco Spark は常にセキュアな基盤を提供します。

「働き方改革プロジェクト チーム」の仮想会議室

利用するデバイスや場所は異なっても
使い勝手は全員同じ

自宅

会議室

取引先

社外

Cisco Spark

Cisco Spark は書き込むメッセー
ジや共有するファイルをエンド 
ツー エンドで暗号化しており、高い
安全性を保っています。また、
Cisco Spark Pro Pack を利用す
ると、さらに強固なセキュリティや
分析にも対応できます。

Standard Pro Pack
エンド ツー エンドの暗号化
ハイブリッド データ セキュリティ（オンプレミス KMS）
カスタム セキュリティ設定※1

●
-
-

●
●
●

基本的なレポート
ドリル ダウンおよびマルチディメンション ピボット対応の
カスタマイズ レポート
会議のリアルタイム診断
レポート統合向けメトリック API

※1　例：Mobile Pin 番号の強制、管理者によるトークンの取り消し、ロードマップ：外部とのコミュニケーションの禁止、クライアント タイムアウト時間の設定、ファイル共有の禁止
※2　2017 年 8 月は Cisco WebEx の使用状況データのみ。Cisco Spark のデータは 2017 年 10 月から開始
※3　API 利用開始は 2017 年 10 月を予定

eDiscovery コンソール：検索および抽出
コンプライアンス（イベント）API
（DLP、アーカイブ eDiscovery 統合用）
柔軟な保持ポリシー

90 日

90 日

-

無制限

無制限

●

90 日

-

-
-

365 日※2

●※2

●※2

近日対応予定※3

アプリケーション、クラウド サービス、業務システムさまざまな Bot

・Microsoft O�ce 365
・Active Directory
・Google Apps
・Box

・社内基幹システム
・人事システム
・経理システム
・会議室予約システム
　　　　　　　　など

Bot

Cisco Spark セキュリティ

コンプライアンス

分析


