
単なる遠隔会議だけじゃない。
さまざまな活用ができます！

もう使えないとは言わせない！
かんたん便利な次世代コラボレーション ツール

シスコ ビデオ会議ソリューション
徹底解説

シスコのビデオ会議の魅力を
コラビ－が徹底解説！

● こんなビデオ会議はもう嫌だ！••••••••••••••••••••••••P2

● それ全部シスコが解決します！••••••••••••••••••••••••P3

● コラボレーションをシンプルでかんたんに ••••••••P4

● ここがすごい！　クラウドを徹底活用 ••••••••••••••••P5

● かんたんで使いやすい！　便利な機能が満載！•••••P6

目次

ビデオ会議はあるけど、どうもイマイチ……って思ってない？　
シスコのビデオ会議なら、かんたんに誰でも使えるよ！

大規模セミナー 社員教育

遠隔での面接、面談

災害対策（BCP） 社外（パートナー企業）との会議
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※1 出典：Synergy Research, December 2018
※2 シスコでは、クラウド サービスの Cisco Webex 対して金融情報システムセンター（FISC）安全対策基準の第三者評価を行い、
      評価の必要がある全項目に対して適合判断を取得しています。

こんなビデオ会議はもう嫌だ！
～ビデオ会議の「あるある」問題

Before それ全部シスコが解決します！
シスコのビデオ会議ソリューションは、
世界でも、国内でもトップ シェア！※1　
ぜひ使ってみて、その良さを体験してね。

After

いろいろ
面倒だから

結局
使わずじまい

使いやすくて
高機能だから

活用が進んで
効果もアップ

使い方がよくわからない。
社内でわかっている人もごく少数
● 複雑な操作で覚えられない
● 機器ごとに異なるリモコン
● マニュアルを作るのも手間

いつでも、どこでも、誰とでも！
簡単接続。高セキュリティ
● 他社製品との高い相互接続性！
● リモートからの参加も手順はシンプル！
● FISC※2にも適合している高いセキュリティ！

PC の資料をそのまま表示！
接続はケーブル レス
● 作成中の資料もダイレクトに表示、共有、
　その場で修正可能！
● ワイヤレスでかんたんに投影！

高画質、高音質は当たり前！ 
発言者を自動でクローズアップ
● 独自コーデックで高画質、高音質！
● 相手の表情がよく見えて、お互い
　の会話も普段どおりでOK！
● 遠隔でも自然な会議で集中力もアップ！

シンプルなオールインワン型！
設置も運用も楽々
● 使いたいときに即起動！
● 配線が見えないからスッキリ！
● スタイリッシュなデザインで、会議室だけでなく 
   オープン スペースにも最適！

かんたんタッチ パネル操作！
だからみんながすぐ使える
● スマートフォンに近いシンプルな操作感！
● わかりやすいからマニュアル作成も不要！
● 端末が変わっても同じアイコン、同じ操作！

会議前の準備が大変。
つなぎたいときにつなげない
● 会議の 30 分近く前から準備が必要
● プロジェクタ、ビデオ会議、スピーカーなど
　機器がバラバラ
● トラブルシューティングにも時間がかかる

社内としかつながらない。
外から会議に参加できない
● せっかくのビデオ会議なのに社内しかつながらない
● 在宅勤務したいのに、外からつながらない

● 誰が話しているのかよくわからない
● 映像も音声もよく途切れる
● 集中できなくて会議の内容が頭に入らない

画質も音質も悪い。
誰が何を言っているか
わからない

● PC の中のファイルを映せない
● PC とつなぐケーブルが合ってない

資料を共有できない。
プリントアウトを
用意するのも大変
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複雑なツールがたくさんあって、管理も運用も大変！
それぞれが独立していてつながらない

超かんたん設定！
端末が届いたら最短 15 分で
初期セットアップが完了します。

お手軽クラウド MCU で
いろいろな端末がつながる！

シスコのコラボレーションなら
クラウドでも、オンプレミスでもOK

ハイブリッドもできます！

さまざまな場所から、さまざまな端末でつながります。

シスコ オンプレミス
コラボレーション

音声会議 Web会議 メッセージ

PC やスマートフォンだけなら
基本契約でも 200 台まで参加

アプリからでもブラウザからでも
会議に参加

ビデオ会議なら、1 会議あたり最大 200 台
＝ 200 ポートの達点会議（MCU)と同じ！

Microsoft Skype for Business
Google Chrome

Cisco
Webex

クラウド MCU

シスコ クラウド
コラボレーション

Cisco
Webex

コラボレーションを
シンプルでかんたんに

Simple

テクノロジーの壁

ビデオ会議

シンプルでかんたんなのが一番！
管理、運用がシンプルになるとコストも下がるよ！

Cisco Webex は単なる Web 会議のツールじゃないよ。
クラウドで多地点会議の MCU としても活用できる、
クラウド会議のプラットフォームだよ。

ここがすごい！
クラウドを徹底活用

Cloud

端末の名前を決める キーコードを入力

キーコードを生成 社内ネットワークに接続

ビデオ発信！

スタート

端末の電源を入れる

設定完了！

完了

1 ラインセンスから購入可能。しかも 1,000 端末まで接続できるので規模が大きくても大丈夫！※
※ A-Flex プランの場合

ビデオ会議端末だけでなく、Microsoft Skype for Business、スマートフォン、PC などいろん
な端末をつなげます！
録画機能も標準搭載！　参加できなかった人に共有したり、議事録としても活用できます。
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スピーカー トラック

快適な会議を自動的に演出。会議中の操作はいりません
スムーズな画面の共有をサポートします

オフィスに溶け込むシンプルなデザインと
優れた機能性もポイントです

会議中の発言者を自動的に認識して、
クローズアップして映します。

ベスト オーバービュー

会議に参加している人数を認識して、
最適な映像に自動調整します。

自動起動

プロキシミティ
（ワイヤレス共有）

アプリケーション連携
（Cisco Webex Teams）

タッチ パネル
タッチ スクリーン インタラクティブ ホワイト ボード

会議スペースに人が入ると、音波センサーで
検知して自動的に起動させることができます。

今話しているのは誰？ この人が話しているんだね

2 人とも遠いな…… 臨場感があるね！

顔認識や発言者認識が正確に動作しているか判断する管理者用の診断モードです。
ベスト オーバービューやスピーカー トラックは、画像をこのように認識して動作します。

診断デモ モードで機能をチェック

かんたん、便利な
ビデオ会議機能が満載！

Function

動作画面はイメージです。

起動

黒枠＝
ベスト オーバービュー
（相手に送信する画像）

参加人数カウント

二重の緑枠＝
顔認識と話者認識 緑枠＝顔認識

ワイヤレスで
接続

HDMIケーブルでも
接続可能

Cisco 
Webex Teams

4K

こうした先進的な機能を体験できるデモ ルーム
もあるの。導入前にトライしてみたいという人は
大歓迎！

Cisco Webex Room シリーズ Cisco Webex Room Kit シリーズ

スッキリ配線、配置 高性能
スピーカー＆マイク内蔵

※1 Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 インテグレータ パッケージは除く　 ※2 Cisco Webex 登録端末でのみサポート

● 話者追跡用の内蔵マイクで、発言している人を正確に捉えます。※1

● キーボードのタイプ音や紙の資料をめくる音など会議室で生じるノイズを自動的に抑えます。※2

Cisco Webex Board シリーズ

Cisco Webex Board シリーズは、
デジタル ホワイトボード機能もつ
いた高機能ビデオ会議端末です。
直感的な操作で、ホワイトボード
に書き込みができます。
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