
シスコシステムズ合同会社

スマホ内線への新しいアプローチ

Webex Callingのご紹介

2021年9月30日



Agenda 01

02

ユースケースのご紹介03

ご参考情報04

医療業界におけるDX

Webex Callingとは？

2



01
医療業界におけるDX
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働き方の変化
世の中の潮流はハイブリッドワークへ向かう

オフィスが中心

コロナ前

リモートが中心

コロナ禍

ハイブリッド
ワーク

コロナ後

オフィス 自宅・オフィス・外出先
パフォーマンスが伴う場所

自宅

集合 バラバラ 集合 x バラバラ
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ハイブリッドワークとは？
各個人で最高のパフォーマンスを発揮できる方法を選択し働き方をデザイン

オフィスワークの特徴
• プロジェクトのキックオフ、メンバーのモチベーション向上
• イベントの場
• 予測していない雑談からのアイディアの創出の機会
• フランクな交流を通じたネットワーク醸成の場
• より体感の良い、高品質デバイスや設備の利用

自宅・リモートワークの特徴
• 集中した作業をするための個室として
• 連続するオンライン商談のハブブースとして
• 通勤時間・移動時間ロスを削減
• プライベートと仕事の両立を目指して
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医療業界におけるDXの変化 6

コロナ対応で進んだオンライン化が業務へ定着する兆し

コロナ前 コロナ禍 コロナ後

IT基盤整備
医療データの電子化

コロナ対策 働き方改革に
最適な投資

中長期的な投資へ短期・局所的な投資中長期的な投資



現状のコミュニケーション 7

分断されたコミュ二ケーションツール。電話を見直すのを忘れていませんか？

公衆網

コールセンター PBX
オフィス電話

スマートフォン
固定電話

ビデオ会議端末 パソコン・
タブレット

インターネット

紙伝達
ファイルサーバ

院内LAN
データセンタ

＊）PBX＝ 電話交換機



8PHS終了！？これからどうする？

出典：ITmedia 出典：総務省HP

故障時に対応できない 電波周波数対応



現在の電話における課題は何ですか？ 9



業界唯一のハイブリッド型プラットフォーム 10

PBXのような既存システムとWeb会議、スマホなど新しい端末やビデオ通話の連携

全てをクラウド化したい、既存の資産を有効活用したいなど、お客様のご要望や
セキュリティポリシーに合わせて最適なソリューションを創りあげることができます

統合管理ポータル
（コントロールハブ）

コールセンター

PSTN

PBX
オフィス電話

スマートフォン
固定電話

ビデオ会議端末 パソコン・
タブレット

他社クラウド認証
自社システム

API
SDK

Meetings
Contact 

Center
CallingDevices Messaging

＊）PBX＝電話交換機

運用コストの削減 伝達ミスなどコミニケーションエラー防止 患者満足度向上



02
Webex Callingとは？
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今や電話をアプリケーションで持ち歩く世界 12

セキュリティ面が危惧される政府や金融機関でもコスト削減とDXとしてWebex Calling
導入が始まりました。ビデオ通話やチャットも使えます。

Webex Calling
デスクトップアプリからの通話

Webex Calling
モバイルアプリからの通話

無線LAN
LTEWebex Calling

で
ビデオ通話が
できます 院内から院外へ

シームレスにつながる



Webex Callingのサービスモデル
２種類のサービスを用意！
〜インターネット接続があればすぐに利用できるSPモデルと既存電話設備と連携するVARモデル〜

キャリア
外線網

（PSTN）
国内2拠点（東京、大阪）

Access network
(インターネット回線)

PSTN回線をクラウドで接続

・ キャリアの電話回線を利用
・クラウド側で電話回線を直収（LG不要）

SPモデル

Other
PSTN

国内2拠点（東京、大阪）

Access network
(インターネット回線)

・既存の電話回線を利用
・LocalGWを使って、電話回線を直収

VARモデル

＊ローカルゲートウエイ
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無線LAN
LTE

無線LAN
LTE



クラウドPBX検討のきっかけ

• PBX更改タイミングによるクラウド化検討
• コロナ対策 全社員・在宅必要部門への
一時導入（コールセンター）

• オフィス新設・移転（縮小）
• BCP対策の一環として
• ハイブリットワークを目指し、
まずは固定電話から

• 現在使っているオフィスリンクFMCへの
不満

Webex Calling 導入・選定理由

• デバイスフリー
• キャリアフリー
• 音質の良さ
• 機能面
（同時鳴動・自動音声応答・保留音など）

• ユーザー・機能管理操作性
（コントロールハブ一元管理）

• 端末管理操作性
（コントロールハブ一元管理）

• 価格

14Webex Calling ご導入の選定理由



Webex Calling だから
基本的な電話交換機の機能はしっかりサポート

デバイスフリー

03-xxxx-2000
内線2000

03-xxxx-4000
内線4000

03-xxxx-3000
内線3000

どこからでも、内線も外線も 同時鳴動（ハントグループ）

03-xxxx-4000
内線4000

部代表03-xxxx-1000
内線1000

03-xxxx-4000
内線400003-xxxx-2000

内線2000

03-xxxx-3000
内線3000

保留転送も可能！

内線

外線

15

クラウドサービスで0ABJ番号利用可能



これだけじゃない!
Webex Callingでできること

代表電話にコール 03-xxxx-5678
「自動音声応答」で要件により、番号を選択

初診受付 #1
再来受付#2
その他 #3

＊時間外応答など別アナウンスを流すことも可能

#2を選択
総務部担当者と通話

緊急連絡です！
緊急連絡です！

緊急連絡です！

緊急連絡です！

＊簡易的な一斉放送として離れた
場所などでも利用可能

Aさんに着信。不在。

アプリから
グループピックアップ可能

PSTN

既存
PBX

既存
PBX
連携用

PRI
IP

(SIP)

＊移行時やPBXを残したい場合でも、
Local Gateway経由でPBXとの内線化
連携が可能。 設定項目も容易。

自動音声応答

スマホアプリでピックアップ

一斉同報

既存PBXとの内線化
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https://youtu.be/5PMilwMqZOk
https://youtu.be/qxJKHucNBCw
https://www.youtube.com/watch?v=GauvIoRS_rk


Webex Callingサポートデバイス

Cisco IP Phone 8800シ
リーズ用拡張モジュール

ヘッドセット

Cisco IP Phone 8800 シリー
ズ

Webexアプリケーション

(Windows/Mac/iOS/Android)

Cisco IP Phone 6800  シリー
ズ Cisco IP 
Phone 7800  シリーズ

単機能電話 会議用電話
ヘッドセット
拡張モジュール

ソフトウェア
クライアント

多機能・

カメラ付き電話

オンプレミス呼制御装置(CUCM*1)で利用しているシスコIP Phoneも利用可能*2です。

*1CUCM：Cisco Unified Communications Manager(オンプレミス型呼制御装置)
*2Firmwareの変更で対応可能 (ハードウェアリビジョンの制限あり）

ATAアナログ
電話アダプタ

Cisco IP Conference Phone 
7832/8832       
Webex Room Phone
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Webex Callingのユースケース
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病院と自宅で電話担当を分担

病院でしか電話が取れないいままで

これから 部門代表番号に対して、病院・自宅の担当の電話を同時に鳴ら
し、対応できる人が電話を受ける

患者様

担当部門代表

患者様

担当2 担当3

部門代表宛に問い合わせすると…

担当部門電話1

グループ1
2002

病院 自宅自宅
病院

承知致しました。

XXをお伺いしたいの
ですが・・・。

メンバはどこからでも電話に出られます



Webex Callingで様々な部門をどこからでも

ハントやIVR電話によって電話を振り分けできて
業務効率向上
待ち時間を削減し、患者・職員の満足度を向上

ハントグループ 自動音声応答 IVR

3. 対象の番号が
選択されると、
着信し、通話 1. 外線で着信

在宅
ユーザー1 オフィス

在宅
ユーザー2

2. ⾳声⾃動応答
で要件により番
号を連絡

お客様

3. 在宅ユーザー1
が取ると通話

1. 2002に発呼

営業ハントグループ
内線2002

在宅
ユーザー1

オフィス
在宅

ユーザー2

2. 同時に同
じグループの
電話が鳴る

業務に必要な電話機能を搭載しているため、
ユーザーの使い方を急に変更せずとも、クラウド
移行が可能 (ピックアップ・パーク)

3. 通話 1. 2002に発呼

2. ピックアップボタンを押す

グループ1

2002

4. 通話
1. 通話

è保留

3. 4002を発呼

4001 4002 4003

コールパーク番号リスト

・・・

ピックアップ コールパーク

電話回線数が少ないために通話中で患者様をお待たせしたり、転送に時間がかかっていませんか？

今確認しますね

コロナ用窓口番号も簡単追加設定 どこでもどんな端末でもピックアップ専門部門へ簡単につながる 簡単に引き継ぎ



では、実際にどれを使ってみたいですか。 21



Webex Callingのまとめ
電話だけではなく、ビデオでもご利用いただけます

クラウドサービスで0ABJ番号利用可能
• 在宅勤務時に0ABJ番号（東京03など）を利用し、病院の外線電話で発信できる（個人番号で通話なし）
• 現在、利用している電話番号を変えず番号ポータビリティーで継続利用可能

エンタープライズレベルの電話機能搭載
• 企業・公共業務にて必要な電話機能を搭載
• 固定電話・携帯電話の通話管理・契約を1つに統合可能
• BYODのWebex Calling通話料は会社に計上なのでユーザーも安心

管理者に優しいライセンスもデバイスも、設定も監視も一元管理
• ユーザーx電話機x機能の 登録x設定x変更は、シスココントロールハブ画面で簡単管理
• 利用レポートダッシュボードで状態が一目瞭然、運用の複雑化を解消します

既存PBXとの内線連携
• クラウドへの移行時に既存PBXとも外線通話にならず内線が可能

用意するのはIDライセンス
• 特別なデバイスはいらない（FMCのようにキャリアから購入する端末での利用指定なし）
• “ログイン＆ログオフ”で複数人で１台の端末共有が可能
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Webex Calling のご参考情報
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Webex Help Center
困った時はオンラインヘルプかルッチャンネルが便利

Webex help Center

Webex (Meetings/Teams/Devices/Calling etc.)
の 統合ヘルプポータル

• Webexの不明点はまずここで検索
• WebexのWhat’s Newの確認に
• Webexの使い方や機能の学習に
• Webexに対するQ&Aの回答に

https://help.webex.com/ja-jp/

ユーザー様もパートナー様も使える、総合ヘルプポータル（設定方法・手順・問題対処）
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https://help.webex.com/ja-jp/


Webex Connect
ユーザーコミュニティー

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/webexconnect-japan.html
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https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/webexconnect-japan.html



