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特長
会議のスケジュール設定や参加が
容易：

• ダウンロードやプラグインは不要。
ブラウザでのトップクラスの操作性
を誇る Webex Web アプリを利用
して会議に参加。主要なブラウザ
ですべてのミーティング機能を利用
可能

• 会議の招待状に @webex を追加
すれば、モバイルデバイスでも簡単
にスケジュールを設定可能

• 常にイノベーションを追求

• Webex Assistant を会議に導入し
て、議事録やハイライトなどの機能
を活用

• 日本語を含む 100 以上の言語への
リアルタイム翻訳により、よりイン
クルーシブな会議を実現

デバイスを問わないシンプルなビデオ
重視のエクスペリエンス：

• 統合されたビデオ、音声、コンテ
ンツ共有が実現する、お客様、パー
トナー、チームとの効果的なコラボ
レーションが可能

• デスクトップ、モバイル、Web、ビ
デオデバイスなど、あらゆるデバイ
スから場所を問わず安全に接続で
きる、簡単かつ一貫したエクスペリ
エンス

• Webex Rooms ビデオデバイスと 
Webex Meetings を組み合わせる
ことで、優れた投資回収率、高い
効率性、優れたエクスペリエンスを
実現

• iOS、Android、Mac、Windows 
では、仮想背景や背景ぼかし機能
で作業環境の見栄えを変更可能

• People Insights を使用して、会議
参加者の詳細を確認

• Microsoft Teams、Slack、
Google Calendar、Workplace 
by Facebook など、お気に入りの
ツールと緊密に連携

• セキュアでスケーラブルなグローバ
ルプラットフォームで提供され、妥
協のないエクスペリエンスを実現

• ユーザエクスペリエンスを損なうこ
とのない、極めてセキュアなマルチ
レイヤセキュリティ

• Webex Control Hub による一元
管理

Webex Meetings：シンプルで
最新型のセキュアなビデオ会議
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デジタル時代の現在、実際に出かけるコストや手間をかけずに国境を越えて簡単に
連携できますが、人間関係は依然として重要です。ビデオは、ソーシャルメディアか
ら友人や家族との個人的な会話に至るまで、日常のやりとりの隅々に広がっていま
す。健全なビジネスは固い人間関係から始まります。そして、固い人間関係は、強
固なコミュニケーションを基盤として築かれます。そのため Webex Meetings では、
コミュニケーションとコラボレーションの中心としてビデオを位置づけ、何億もの人々
が最高の状態で対面できるようにサポートしています。

Webex 
Meetings 
でビデオを
最前線で
活用
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シンプルなビデオ重視の
ミーティング
業界トップクラスのビデオ
マルチストリームの高解像度ビデオを活用し、会議中の業務の進め方や表示をカスタ
マイズできます。受賞歴のある Webex Rooms デバイスやデスクビデオデバイスを会
議に追加すれば、臨場感のあるエクスペリエンスを実現できます（図 1）。Webex 
Meetings の展開に Webex Rooms デバイスを追加するメリットについては、
Forester Consulting 社の『Total Economic Report（経済総覧）』を参照してください。

カスタマイズ可能なレイアウトとビュー
アクティブな発言者と 5 人の参加者を含むレイアウトオプションを使用して、会議
の表示方法をカスタマイズできます。フルスクリーンのビデオレイアウトを選択する
と、同一サイズのウィンドウが並ぶグリッド表示に切り替えることができます。グリッ
ド表示では、最大 25 のビデオストリームが同時に表示されます（図 2）。会議の設
定に応じて、コンテンツ共有とビデオを切り替えることができます。一元化されたコ
ントロールバーを使用して会議を簡単に移動し、すべての会議の制御機能に簡単に
アクセスできます。個々のビデオをロックしてピン留めすることで、選択した参加者
に焦点を当てて反応を確認したり、ズームインまたはズームアウトして表示する参加
者の数を調整できます。また、人やコンテンツを「ステージ」に上げ、好みに合わ
せてカスタマイズしたビューを表示することもできます。質疑応答セッションを主催
し、会議中に参加者とプライベートまたはパブリックにチャットし、リアルタイムの
アンケートで何に関心があるかをモニターできます。iOS、Android、Mac、および 
Windows プラットフォームでサポートされる仮想背景またはぼかし背景を使用して、
見た目をカスタマイズできます。

図 1. Webex Rooms デバイスを含むあらゆるデバイスで接続

複数のレイアウト
オプションによる
カスタマイズ

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/forrester-tei-webex-meetings-and-devices.pdf?ccid=cc001359&oid=anrco019299
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パーソナルルーム
個人に割り当てられているパーソナルルームを使用して、より迅速に会議を開催でき
ます（図 3）。前もってスケジュールを設定する、あるいはルームをオープンしたまま
にする、ロックする、およびロビーで待機している人を簡単に受け入れるといったこ
とができます。自分が会議に出席できない場合は、自身のパーソナルルームで会議
を開始および運営する代理主催者を選択することで会議を開催できます。Webex 
App から Webex Meetings に参加して時間を節約したり、会議終了後に Webex 
App のメッセージング機能を使用して簡単にディスカッションを続けたりできます。

ドキュメント、アプリケーション、および
画面共有
アプリケーションや画面全体をリモートの参加者とリアルタイムに共有します
（図 3）。参加者は、コンテンツを制御および共有し、また注釈を付けることもでき
ます。ブラウザ、Android デバイス、iPhone や iPad から、いつでもどこでもコン
テンツや画面を見たり、共有したりできます。Webex デスクトップアプリを使用す
ると、Proximity 共有機能により、簡単にワイヤレスで画面を共有できます。

図 2. ビューを選択

図 3. ビデオとコンテンツのレイアウトをカスタマイズ
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クリアな統合型音声
認定サービスプロバイダーが提供している Cisco Webex 公衆電話交換網（PSTN）、
または自社管理の Webex Cloud Connected Audio を使用して、Webex 
Meetings 統合型音声によるインタラクティブな会議エクスペリエンスを提供できま
す。幅広いサードパーティの音声オプションを使用することもできます。有料 / 無料
やコールイン /コールバックを選択できます。VoIP あるいはコンピュータの内蔵音
声を使用するオプションも、接続時に参加者が選択できるようになっています。
VoIP を使用する広帯域音声サポートにより、低帯域ネットワーク経由でも優れた音
声品質を確保します。

コールバック
会議から自分にコールさせることができます。会議の開始時に、電話番号または優
先ビデオ デバイスを入力するだけで会議からコールされます。ダイヤルやパスコード
は必要ありません。Webex は、近くにある Proximity 対応ビデオシステム（オンプ
レミスまたはクラウド登録済み）を検出し、簡単にアクセスできるようこれらのビデ
オのアドレスを事前に入力しておくこともできます。

シンプルで迅速な参加およびスケジュール
設定エクスペリエンス
ダウンロードやプラグインは不要で、ダイヤル操作や煩わしい配線、コーディング、
インテグレーションも必要ありません。ボタンを押すだけで操作完了。Webex のビ
デオルームデバイスでも操作できます。デスクトップ、モバイル、ブラウザ、サードパー
ティの標準ベースのビデオデバイスなど、任意のデバイスから参加できます。どのよ
うな形で参加しても、一貫した会議エクスペリエンスを確保します。モバイルデバイ
スでも簡単に会議のスケジュールを設定できます。現在の市場でトップクラスの簡単
さです。デスクトップから直接スケジュールを設定し、会議にすばやく参加できます。
会議にダイヤルインしなくても、ビデオデバイスでコンテンツを直接共有できます。

図 4. 緑色の大きなボタンを押すだけであらゆる会議に参加可能

会議のスケ
ジュール設定や
参加が容易

ダウンロード
やプラグイン
は不要
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Webex Meetings のブレイクアウト
セッション
オンラインでのトレーニング、クラスルーム、会議、あるいは大人数のチームを 
Webex Meetings から直接サブグループに分割できます。サイドバー、ブレーンス
トーミング、少人数のグループワークのために、100 のセッションと 100 人の参加
者に分けることができます。ブレークアウトルームでも、Webex 会議と同様にビデオ、
音声、コンテンツがサポートされます。自動または手動でグループにユーザーを割
り当てる機能、グループへのメッセージのブロードキャスト、タイムセッションの作
成などの追加機能があります。

図 5. 最大 100 のブレイクアウトセッションを設定可能

多数の参加者とブレイ
クアウトセッションを
開催

100
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仕事の効率化に役立つ人工知能
音声インテリジェンスを Webex Meetings 
に適用
Webex Assistant for Webex Meetings は、企業向けのデジタル会議アシスタン
トです。AI を活用し、「OK Webex」で音声起動を行うなど、一般的な会議タスク
を自動化できるため、他の参加者とのやり取りに集中できます。Webex Assistant 
for Meetings には、リアルタイムの文字起こしと字幕機能が搭載されています。単
語の認識精度もトップクラスで、聴覚障がいのある参加者にとって特に役立ちます。
特定のポイントをキャプチャするには、WebexAssistant にメモをとってもらう、自
分でハイライトする、事前に決められたトリガーワードでメモを自動的にキャプチャ
するという 3 つの方法があります。文字起こしは記録されるため、会議の詳細を見
逃すことはありません。文字起こしでは話者がラベル付けされるため、誰が何を言っ
たかを正確に知ることができます。ハイライト、メモ、文字起こしは会議後に編集
でき、会議の議事録を作成してチームと共有し、振り返ることができます。キーワー
ド検索を使用して記録されたすべての会議を検索できるので、ディスカッションの
場面を正確に見つけることが可能です。Webex は、データを社内で管理し、セキュ
リティを維持できる唯一のプロバイダーです。競合他社の会議ベンダーは、文字起
こしをサードパーティに依存しているため、データがセキュリティリスクにさらされ
ます。

Webex は英語から日本語を含む 100 以上の言語へのリアルタイムの翻訳をサポー
トしているため、言語の壁が会議の成功を妨げることはなくなります。ユーザーは
言語を選択するだけで、その言語が字幕として表示されます（アルメニア語からズー
ルー語まで）。英語を母国語としない人の理解を助け、耳の不自由な参加者のアク
セシビリティが向上します。Metrigy 社による最近の報告書によると、会議通訳に
関連するコストを削減または排除することで、大幅なコストを削減できます。

AI を搭載した
音声起動型 
Webex Assistant
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People insights
People Insights for Webex Meetings を導入すると（図 7）、必要に応じた関連情
報を活用して、同僚、パートナー、クライアント、見込み客への理解を深め、関わ
りを持つことができます。この情報には、役職、連絡先情報、位置情報、さらに
社内の同僚の組織構造などが含まれます。会社概要、時価総額、株価など、企業
の最新ニュースを確認することもできます。これにより、会議スペースからすばやく
つながりを確立し、より良い関係を築くことができます。会議の参加者と、それぞ
れの勤務先の会社の詳細を、ユーザープロファイルを使用して簡単に確認できます
（図 6）。情報はいつでも編集したり非表示にしたりできます。

図 6. Webex でのリアルタイムの文字起こし、翻訳、メモ、音声コマンド

タイムリーな関連
情報

図 7. People Insights for Webex Meetings
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仕事環境との統合
毎日使用するツールと統合
お気に入りのツールを使用して、その時働いている場所から会議に参加できます。
Webex Meetings は、Microsoft Teams、Slack、Workplace by Facebook、
Salesforce などの主要な生産性ツールと緊密に連携します。Microsoft 365、
Google カレンダー、Lotus Notes で、会議を簡単にスケジュールできます。Cisco 
Webex へのアクセスにシングルサインオンを使用できます。Canvas、Moodle、
Blackboard、Desire 2 Learn、Sakai、Schoology などの学習管理システムで会
議ができます。Cisco Jabber® やシスコビデオデバイスなどの Webex コラボレー
ション製品との統合や相互運用を利用できます。

インタラクティブなマルチメディア 
エクスペリエンス
PowerPoint、Flash アニメーション、オーディオ、Web ページ、およびビデオファ
イルなどのマルチメディアをプレゼンテーションに組み込むことで、対象者を引き込
むことができます。さらに、マルチメディアエクスペリエンスでは、サードパーティの
字幕サービスをサポートしているため、ライブテキストのストリーミングを行ったり、
手話通訳のビデオフィードを提供することも可能です。Facebook Live、YouTube、
Twitter、Vbrick など、あらゆる Real-Time Messaging Protocol プラットフォー
ムを介して Webex ミーティングをストリーミングして、さらにリーチを広げること
ができます。

クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、Linux など、すべての一般的なオペレーティング システム プラッ
トフォームで誰とでも会議が可能です。Internet Explorer、Safari、Firefox、
Chrome、および Edge ブラウザから会議に参加できます。

すべての一般的な
オペレーティング 
システム プラット
フォームで動作

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/webex-meetings-integrations.html
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モバイル向けに最適化
卓越したモバイルエクスペリエンス
高品質の音声、高フレームレートのビデオ、高度なコラボレーションツールを使用し
て、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどで充実した会議を体験でき
ます。Webex Meetings on Mobile は、外出先での会議か在宅勤務かを問わず、
現代の企業のための業界をリードするコラボレーションを実現します。カスタム仮想
背景（Android と iOS 両方）、最適化されたビデオ共有、3D 拡張現実でのファイ
ル共有などの、生産性を向上できる優れた機能を利用できます。音声コマンド、ウィ
ジェット、またはお好きなカレンダーアプリを使用して、次の会議に簡単に参加でき
ます。Apple CarPlay、Ford SYNC AppLink、Toyota Smart Device Link をサポー
トするため、車内でも Webex Meetings をハンズフリーで利用できます。

ミュート /ミュート解除、バックグラウンド
音声ノイズの検知
自分自身の音声をミュートして会議中のノイズを減らします。また、主催者は特定ま
たはすべての参加者の音声をミュートできます。使用中のヘッドセットとコンピュー
タのどちらからでも同時に音声をミュートまたはミュート解除できます。Webex が
バックグラウンドノイズを検出するため、コンピュータでコールインしているユーザー
が会議中のノイズに悩まされることがありません。キー入力音、ドアのノック音、サ
イレン、犬の鳴き声などのノイズを特定し、マイクのミュートを促すプロンプトが表
示されます。

図 8. 仮想背景、背景ぼかし機能
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信頼できるセキュリティと拡張性
業界をリードするセキュリティと
コンプライアンス
Webex Meetings は、業界をリードするシスコのセキュリティの専門知識によって
構築されています。グローバルなアーキテクチャとネットワークにより、世界中のデー
タセンターの速度とパフォーマンスが確保されるため、安全で高品質なビデオ会議
を妥協なく実現します。Webex は、AES 256 ビット GCM 暗号化のサポートにより、
会議データを最高レベルの安全性で保護します。さらに、業界トップクラスのデー
タ損失防止機能およびコンプライアンス機能により、録画、Webex Assistant によ
る文字起こし、アクションアイテム、ハイライトなどの会議アーティファクトも保護さ
れます。

会議の録画、編集、および再生
暗号化されパスワードで保護された会議の録画を安全に作成して、後で参照したり、
トレーニングやデモの目的で使用したりできます。モバイルデバイスからも会議を再
生できます。文字起こしのテキストを表示しながら録画を再生できます。

高度な分析
Webex Meetings の使用状況、診断、パフォーマンスの詳細に関する豊富なリア
ルタイムの情報を、一元管理のポータルから取得できます。音声品質やページ読み
込みパフォーマンスなどのユーザーの問題を特定し、影響が及ぶ前にトラブルシュー
ティングを行います。

安全でスケーラブルな、信頼性の高い
サービス
Webex Meetings により、コスト削減が促進され、IT 部門は優先度の高い重要事
項に注力できるようになります。これは Webex プラットフォームに導入されるクラ
ウドサービスであり、組織の成長に合わせた展開および拡大縮小が容易です。
Webex プラットフォームは、リアルタイム アプリケーションを高い安全性を確保し
て配信するために特別に設計された、グローバルなエンタープライズグレードのプ
ラットフォームです。SSAE-16 と ISO 27001 をはじめ、厳格な独立監査によって
実証されたスケーラブルなアーキテクチャ、一貫した可用性、およびマルチレイヤ 
テナント セキュリティを提供します。FedRAMP 認証にも対応しています。詳細は
こちらをご覧ください。

どこからでも
安全に接続

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/spark-hybrid-services/solution-overview-c22-740099.pdf?dtid=osscdc000283
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言語
サポートされている言語 ： 英語、ポルトガル語（ブラジル）、簡体中国語、繁体中
国語、デンマーク語、オランダ語、スペイン語（欧州）、フランス語、ドイツ語、イ
タリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、
スペイン語、スウェーデン語、トルコ語

会議向け Cisco Webex Assist Services
Webex Assist プロデューサーは、洗練された魅力的なプレゼンテーションの提供
をあらゆる段階で支援します。プレミアムアシストサービスには、コンサルティング
とベストプラクティスのアドバイス、会議前のサポート、会議中のアシスタンス、お
よび会議後の結果と記録が含まれます。詳細はこちらをご覧ください。

シスコのメリット
チームはあらゆるモバイルデバイスやビデオシステムを使用して、容易な一貫したエ
クスペリエンスによって、いつでもどこからでも会議を開催し、共同作業を行い、生
産性を維持できます。Cisco Webex ビデオ会議は統合された音声、ビデオ、およ
びコンテンツ共有を提供し、迅速な意思決定に役立ちます。革新的で安全性が高く、
スケーラブルな Cisco Webex Meetings をクラウドから活用することで、時間とコ
ストを節約できます。

購入のご相談
購入オプションの詳しい情報やシスコのセールス担当者への問い合わせをご希望の
場合は、www.webex.com/ja/pricing をご覧ください。

次のステップ
Cisco Webex Meetings についての詳細は、www.cisco.com/jp/go/webex にア
クセスして確認してください。

Cisco Webex Meetings は、最新のシステム互換性のニーズに対応するため、定
期的に更新されます。システム要件については、www.webex.com/ja をご覧くださ
い。

リアルタイムの言語
翻訳
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以上
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 詳細情報 
 cisco.com/c/ja_jp/products/contact-center にアクセス

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/spark-hybrid-services/solution-overview-c22-740099.pdf?dtid=osscdc000283
http://www.webex.com/ja/pricing
http://www.cisco.com/jp/go/webex/
https://www.webex.com/ja
http://cisco.com/c/ja_jp/products/contact-center

