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招待されたWeb会議
に参加するには
WebExミーティングに参加する

1

Web会議に招待されたときは、どのように
参加すればいいのでしょうか？ ここでは
パソコンからWeb会議に参加する方法を
紹介します。

3

プラグインをインストール
できないときは

ビデオ接続を開始する

セキュリティに関するダイアログボックスが表示された
場合は［許可する］をクリックしておく
Cisco WebEx Meeting Centerが
起動した

プラグインをインストールできないと
きは、
［一時アプリケーション］を使っ
主催者の名前が
表示された

てWeb会議に参加できます。プラグイ
ンのインストール画面で、
［一時アプ
リケーションを起動］をクリックして、

招待されたメールを確認する

初回起動時のみインストール
する必要がある

12

Web会議に参加しましょう。

WebEx

招待されたメールを開いておく

Cisco WebExで開催されたWeb会議
に参加するために特別な準備は必要あ
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りません。パソコンの場合は、ブラウ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
す
る

相手の状態によって
参加者の表示が変わる

ザーにプラグインをインストールする
だけで、参加できます。初回のみプラ
グインのインストール画面が表示され

画面右下に表示される参加者の表示

るので、画面の指示に従ってインス

は、相手の状態によって異なります。

トールしましょう。

スマートフォンから参加している場合
は、そのマークが表示されます。また、
映像を配信していない場合は、グレー
一色の背景が表示されます。

会議番号を入力して
Web会議に参加するには

スマートフォンから参加して
いる場合はこのようなアイコ
ンが表示される

Web会議には、主催者が会議を開催し
ているサイト（http://xxxxx.webex.
［WebExミーティングに参加する］
をクリック

com） やWebExの ホ ー ム ペ ー ジ
（http://webex.co.jp）にアクセスして
から、会議番号（ミーティング番号）
を入力することで参加できます。

2

Web会議に参加する

Web会議の詳細が
表示された

❶名前を入力

［ビデオを開始］を
クリック

招待された人もアカウントが
必要なの？

4

ビデオ接続が開始された

ビデオのアイコンが
緑色になった

相手が映像を配信していない
ときはこのように表示される
自分の映像が
表示された

Cisco WebExのアカウントが必要に
なるのは、基本的にWeb会議を開催す

事前の準備がなくても
Web会議に参加できる

る側だけです。Web会議に参加するだ
けであれば、アカウントは必要ありま
せん。手順2で入力している名前とメー

突然、Cisco WebExのWeb会議に招

ルアドレスは、Web会議のときに参加

待されても慌てる必要はありません。
Cisco WebExはインターネットに接続

者を識別するために利用されるだけ

できる環境とブラウザーさえあれば

で、アカウントとして利用されるわけ

Web会議に参加できます。初回のみプ

ではありません。

ラグインをインストールする必要があ
りますが、基本的には受け取ったメー

間違った場合は？

ルに記載されたリンクをクリックし、
名前やメールアドレスを登録するだけ

手 順2で間違った名前を入 力してし
❷メールアドレスを入力

❸［参加］をクリック

で参加できます。はじめて参加すると

まったときは、
［参加］ボタンをクリッ
クする前に、bキーで名前を削除し、
もう一度、入力し直します。

きは、不安を感じるかもしれませんが、
参加者に自分の映像が配信された
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気軽にWeb会議に参加してみましょう。
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ヒント
レッスンに関連した、さまざまな機能を
紹介したり、一歩進んだ使いこなしのテ
クニックまで解説します。

※ここで紹介している紙面はイメージです。本書の内容と一部異なる場合があります。

●用語の使い方
本文中では、
「Cisco クラウドWebセキュリティ」のことを「Cisco CWS」
、
「Cisco WebEx®」または「WebEx®」
®
®
のことを「WebEx」と記述しています。また、
「Microsoft Windows Internet Explorer® 11」のことを「Internet
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●本書の前提
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まえがき
一億総活躍社会が叫ばれるなか、
「テレワーク」の活用に大きな注目が集まっています。
「テレワ
ーク」というと、これまでは「在宅勤務」というイメージで捉えられがちでしたが、現在では、
「時
間と場所にとらわれない柔軟な働き方」という、より広い意味で捉えられることが多く、企業や公
共機関における「働き方」そのものを見直す大きなきっかけとなりつつあります。
本書は、
「テレワーク」の新しい考え方を紹介するとともに、
「テレワーク」を実現するために、
どのような機器やサービスを利用し、どのように導入すればいいのかを解説した小冊子です。
生産性や競争力の向上を図るだけでなく、組織として、子育てや介護といった社会的な問題にど
う取り組むべきか、働く側にとって魅力的な組織をどうやって実現するか。本書を手に取ることが、
このような課題を解決するための第一歩になれば幸いです。
2016年3月 清水理史
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働き方の問題点を
知ろう
ワークライフバランス

時代の変化に伴って、
あらためて「働き方」
を考え直そうという風潮が生まれてきまし
た。これまでの「働き方」が抱えていた
問題点を見てみましょう。

社会的な問題への対策

夫婦で家事や育児を分担する
機会が増える

社会的な問題が重視されるようになった現代では、仕事に生きがい
を見つけつつも、それだけを中心として生きることが難しい時代に
なってきました。
「仕事はもちろんのこと、出産や子育てにも積極的
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に取り組みたい」
「年齢を重ねた両親の生活を見守りながら仕事もし
たい」
「持病とうまく付き合いながら仕事を続けたい」など、働く人
が抱える社会的な問題を企業や公共機関など、社会全体で解決する
ことが大切になってきました。

「一億総活躍」が叫ばれる昨今では、
仕事と家事の役割が明確に分けられる
旧来の考え方は、否定的に捉えられる
ようになってきました。夫婦それぞれ
が自分の生きがいとなる仕事を見つけ
ると同時に、家事や育児なども協力す
ることが一般的になりつつあります。
働く場所を提供する側にとって大切な
のは、さまざまな人がこのような状況

仕事をしながら出産や子育てにも
力を入れたい人が増えている

に直面していることを現実問題として
捉えて、一緒に解決方法を考えること
です。

政府も積極的に取り組む
ワークライフバランス
ワークライフバランス（仕事と生活の
調和）や、それを実現するひとつの方
法となるテレワークは、企業や公共機
関などの実際の現場だけでなく、政府
やさまざまな団体も積極的に取り組ん
でいる課題でもあります。基本的な考
え方や政府の取り組みについて知りた
い場合は、以下のWebページも参照し
てください。
▼日本テレワーク協会
http://www.japan-telework.or.jp/
info/
▼ワークライフバランスの実現に向
けて（内閣府）
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/
government/20barrier̲
html/20html/charter.html
▼テレワークの推進（総務省）
http://www.soumu.go.jp/main̲
sosiki/joho̲tsusin/telework/
index.htm

両親などの介護と仕事を両立
したい人も大勢いる
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▼テレワーク（国土交通省）
http://www.mlit.go.jp/crd/
daisei/telework/

事業継続性を実現する災害対策

継続的な課題として
捉えることが重要

「オフィスに行かないと仕事ができない」という状況は、企業や公共
機関にとっては、もはや弱みでしかありません。天候不順による交

災害や交通機関の麻痺、感染症の流行
などの問題は、一時的な問題として捉

通機関の麻痺、インフルエンザなどの感染症の流行、都市機能が停

えられがちです。問題が発生したタイ

止するほどの大規模な自然災害など、
オフィスに行けない状況になっ

ミングで検討されたとしても、次第に

ても業務を停止することなく、誰もが自分の責務をこなせる状況を

1
ワークライフバランス

作ることが組織側に求められています。

危機感がなくなり、結局、何の対策も
なされないまま時間が過ぎることがよ
くあります。継続的に検討を重ね、具
体的な対策を整えてこそ、いざという
時に誰もが適切に行動できる体制を整
えることができます。

人材流出でかかる
大きなコスト
人材の流出は、短期的に見ても、長期
いらいろな災害に見舞われても
業務が停止しない状況を作る

的に見ても組織にとって大きなデメ
リットとなります。短期的には、派遣
社員の雇用費用や新たな人材募集にか
かる時間と費用が失われます。また、

多様化するワークスタイルへの対応
若い世代を中心に仕事や生活に対する価値観が多様化してきたこと

長期的には、雇用される側から見て、
魅力がないと判断され、優秀な人材を
集めにくくなります。いずれにせよ、

で、働く場所を提供する側としても、そのニーズに応えることが大

組織の成長や発展を妨げる要因になり

切になってきました。
「仕事と同じくらい真剣に趣味にも取り組みた

かねません。

い」
「今の仕事を続けながら生活の拠点を地方に移したい」
「将来を
考えて資格や技術の習得に時間が欲しい」といった具合に、人の考
え方と同じ数だけ、さまざまな働き方へのニーズがあります。この
ようなニーズに応えられない場合、貴重な人材を継続的に確保する
チャンスを失うことにもなりかねません。

「働き方」の問題に
真剣に取り組もう
企業や公共機関の責任者にとって、
「働
き方」の問題と向き合うことは、とも
すれば痛みを伴うものともなりかねま
せん。組織の文化を変え、責任者自ら
の考え方も大きく変えなければならな
い可能性もあります。しかし、社会的
な問題として「働き方」が大きく取り
上げられるようになってきた以上、従
来の「時間」と「場所」に縛られたス
タイルは、もはや理解されません。働
く場所を提供する側にとっても、働く
側にとっても、新しい働き方を積極的

多様化するワークスタイルに対応しないと、
優秀な人材の流出につながる

に取り入れていく行動力が求められて
います。
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テレワークって何？
テレワークの概要

テレワークは、現代の「働き方」の問題を
解決するひとつの方法です。テレワークに
よって、どのように問題が解決されるのか
を見てましょう。

テレワークとは

ICT って何？

テレワークとは、ICTの活用によって実現する時間や場所にとらわ
れない働き方のことです。インターネットを最大限に活用し、さま

ICTは「Information and Communication
Technology」の略で、情報や通信に
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ざまな場所から職場に安全にアクセスできる環境を整えたり、ビデ

関する技術の総称です。インターネッ

オ会議やWeb会議を活用して自宅で仕事（在宅勤務）をしたり、外

トへの接続や暗号化技術を使った安全

出先や移動中にも仕事（モバイルワーク）ができるようにしたり、
地方や最寄りの場所などでの勤務（サテライトオフィス勤務）を可

な通信、映像や音声の伝達など、情報
のやり取りやコミュニケーションを実現
するためのさまざまな技術を指します。

能にしたりと、いつでもどこでも働ける環境を実現できます。
テレワークで
働く場所にと
らわれない勤
務ができる

環境にも優しいテレワーク
テレワークは、
「エコ」という観点で
も魅力的なしくみです。たとえば、在
宅勤務やモバイルワークにより、通勤
や移動の機会が減ったり、オフィスの
物理的なスペースや光熱費を節約でき
れば、余分なエネルギーを節約するこ
とにつながり、組織としてエコ社会に
貢献することができます。

働く人のメリット
テレワークは、働く人にとって、とても魅力的な環境です。育児や
介護など、ライフスタイルに大きな変化があったとしても、自宅で
仕事を継続できるため、仕事とプライベートのどちらかを犠牲にす
るような不幸な選択をしなくてすみます。
ライフスタイルに
変化があっても仕
事を継続できる

すべての人にとっての「働き
やすい」環境が構築できる
テレワークは、育児や介護など、特定
の環境の人だけに向けた特別な取り組
みではありません。すべての社員や職
員に在宅勤務やモバイルワークの機会
を設ければ、通勤による時間の消費や
疲労をなくすことで生産性を高めた
り、プライベートな時間を持てること
でモチベーションを高める効果があり
ます。
「働きやすい」環境作りにも効
果的です。
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働く場所を提供する側のメリット

地方に拠点を移す組織も

企業や公共機関などの働く場所を提供する側は、テレワークの導入
で業務の効率化やコストの削減を実現できます。外出先や移動中の

働く人の健康維持や生産性の向上を目
的として、地方に拠点を設けたり、移

仕事環境を整えることで業務の効率化やスピードアップを図ったり、

転する組織も増えてきました。働く人

緊急時の事業継続も確保できます。本社と支社などの離れた場所を

にとっては、自然にふれあいながら仕

映像や音声で結べば、出張の時間やコストも削減しつつ、組織内の

事ができたり、子育てに最適な環境で

2

ては生産性の向上やオフィスの維持費

所が自由に選べたりする環境は、雇用される側にとっても魅力的な

の削減などのメリットがあります。

テレワークの概要

過ごせるメリットがあり、組織にとっ

連携がより強化できます。働く人の負担が少なくなったり、働く場
ため、優秀な人材を雇用するチャンスにもなります。

社会復帰をうながすことで
人材確保へ
テレワークが普及していなかった時代
には、育児や介護などの理由で、不本
意ながら仕事をあきらめた人が多数い
ました。テレワークは、このような人
たちが再び仕事に就く大きな手助けと
なります。経験や技術を持ちながら、
在野に埋もれている人材を活用するこ

オフィス以外の場所からも快適に仕事ができる

とは、
「一億総活躍」の実現に欠かせ
ません。

社会的な取り組みも進む
テレワークは、いろいろな場所で活用が進んでいます。たとえば、
さまざまな理由で通学できない学生が自宅で勉強するためのオンラ
イン授業、学校のデータを安全に扱える状態での教員の在宅勤務な
どにも活用できます。また、離島などの医師の常駐が難しい場所で
の遠隔診療をはじめとする医療への活用例もあります。分野や用途
を限定せず、テレワークは幅広い活用が可能です。

テレワークで生産性の向上と
人材を確保する
テレワークは、従来の働き方で問題に
なっていた「時間」と「場所」による
制約を解消する画期的な環境です。国
内では、これまであまり採用が進んで
いませんでしたが、政策としての普及
の推進や社会的なニーズの高まりに
よって、採用する企業や公共機関が飛
躍的に増えてきました。今やテレワー
クは、特別なものではなく、組織が成
長・発展していくためになくてはなら

テレワークは、遠隔授
業や遠隔診療をはじ
め、いろいろな分野で
活用できる

ない環境の1つになりつつあります。
テレワークのメリットを理解して、実
際の導入を進めましょう。

5

レッスン

3

テレワークで変わる
働き方を見てみよう
テレワークの導入事例

テレワークは、実際にどのように導入すれ
ばいいのでしょうか。いくつかの事例を見
ながら、そのしくみや方法を見ていきま
しょう。

事例1：在宅勤務の場合

VPNルータって何？

●どう変わる？
事務作業など、おもにパソコンを利用する作業は、在宅勤務に適し
た業務です。また、業務内容を問わず、出勤日のうち何日かを在宅

VPN（Virtual Private Network）は、
暗号化技術を使って、インターネット

できるテレワーク シスコソリューション版

上に安全な専用通信経路を構築する技

での作業に割り当てることで、育児や介護など、私生活での変化を

術です。VPNルータは、インターネッ

受け入れながら、オフィスでの業務と同様の仕事を出勤することな

トに接続するための通信機器（ルータ）

く、自宅で継続して行うことができます。また、都市部での朝夕の

に、このVPN機能を組み合わせた製品
です。Cisco 841M Jシリーズなどが、

通勤ラッシュ回避や通勤時間・コストの削減、働き手の疲労軽減な

これ相当します。詳しくはレッスン❺

どの副次的な効果も大きく期待できます。

を参照してください。

●どうやって構築する？
ワークスタイルの変革のなかで、新しい形態の在宅勤務を実現する
には、自宅からオフィスのデータにアクセスするだけでなく、オフィ

Web会議も併用する

スにいる人とコミュニケーションができる環境を整える必要があり

テレワークの実現にはCisco WebEX

ます。このため、オフィスのインターネット接続用のルータをVPN

のようなWeb会議システムの利用も検

ルータ（Cisco 841M Jシリーズ）に変更し、VPN接続を有効に
します。自宅のパソコンに接続ソフトをインストールすれば、暗号
化された通信を使って安全に自宅からオフィスに接続できます。

討しましょう。自宅や外出先にいる人
とのミー ティング に 活 用できます。
Cisco DX70/DX80など、テレプレゼ
ンス専用機を使えば、パソコン不要で
設定に手間がかからないうえ、一体化
されたカメラや音声で臨場感のあるコ
ミュニケーションが可能です（VPN接
続も本体で可能）
。また、新しいソフ
トウェアのインストールやセキュリ

VPNルータ

ティ設定の変更など、利用者や管理者
にとって面倒な作業を軽減することが
できます。詳しくは、レッスン❿を参
照してください。

暗号化された通
信で安全に接続
できる

◆Cisco DX80
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事例2：外出先からのアクセス

企業向けの製品やサービスを
活用する

●どう変わる？
外出先からのアクセスは、営業や渉外担当など、外出先での活動が
中心となる業務に適しています。外出先でも即座にオフィスのデー

市販の無線LANルータなどのなかに
は、VPN機能を搭載した製品もありま
すが、セキュリティレベルの低い通信

タを参照できるほか、移動中に事務作業をこなしたり、Web会議に

方式を使っているなど、簡易的な機能

参加することなどもできます。また、災害などの緊急時の対策とし

となることがあります。企業でやり取

3

りするデータは非常に重要なものなの

テレワークの導入事例

て活用することもできます。

で、企業向けのセキュリティレベルの
高い製品を選ぶことが大切です。

●どうやって構築する？
外出先からの接続はリモートアクセスVPNを使って実現します。オ
フィスに設置したCisco 841M JシリーズなどのVPNルータを設
定し、外出先で持ち歩くパソコンやスマートフォンからVPN接続で
きる環境を整えましょう。また、L2TP/IPsecによるセキュアなリ
モートアクセス環境を構築すれば、外出先からも安全に組織内の
データにアクセスでき、オフィスにいるときと同じように作業がで
きます。

移動中でもモバイルデバイスから安全
にメールや社内アプリを使える

得意先からの急な発注にも迅速
に対応できる

次のページに続く
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事例3：全国各地と拠点間接続やWeb会議

Cisco WebEx ってなに？

●どう変わる？
関東と関西など離れた場所にあるオフィス同士を接続したり、全国
に点在する支店や店舗との間を接続すれば、
全国どこからでもオフィ

Cisco WebExは、ビデオや音声、テ
キストメッセージなどを使ったコミュ
ニケーションができるクラウド版の

スのデータを活用したり、会議のたびに出張を繰り返したり、わざ

Web会議システムです。クラウドサー

わざ遠方に足を運ぶことなくWeb会議でコミュニケーションを取る

ビスとなるため、特別なサーバー機器

ことが可能になります。
●どうやって構築する？
Cisco 841M Jシリーズのような企業向けのVPNルータを利用す

などを設定することなく、簡単にWeb
会議を開催できます。パソコンだけで
なく、スマートフォンからも手軽に参
加することができます。詳しくはレッ
スン❿を参照してください。

できるテレワーク シスコソリューション版

ると、外出先からの接続だけでなく、拠点間同士のVPN接続を構築
することが簡単にできます。関東と関西などの2点間だけでなく、
全国の複数拠点とのマルチ接続も可能です。また、Cisco WebEx
のようなクラウド型のWeb会議システムを利用すれば、パソコンか
らブラウザーを利用したり、スマートフォンのアプリを使ったり、
すでに導入済みの電話会議用端末などを使って、簡単にWeb会議を
開催できます。
◆Cisco WebEx
クラウド型のWeb会議シス
テムでWeb会議を開ける

VPNルータを使用して、全国の複
数拠点とのマルチ接続ができる

海外との連絡や取引先との
商談にも使える
クラウドサービスとなるCisco WebEx
は、社外の取引先との連絡などにも活
用できます。定期的にミーティングを
開催したり、相手とミーティングする
など、さまざまな活用ができます。ま
た、テレワークだけでなく、さまざま
なコミュニケーション手段として活用
できます。
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事例4：工事現場などの一時的なオフィス

回線環境によっても
形態が変わる

●どう変わる？
工事現場やイベント会場などの一定期間のみ必要なサテライトオ

一時的なオフィスでは、その場所に光
ファイバーやADSLなど のインター

フィスでも、テレワークを活用すれば、いつもと同じ仕事環境を整

ネット接続用回線を敷設できるかどう

えられます。離れたオフィスとサテライトの間をネットワークで結

かが、利用形態の分かれ目になること

べば、Faxや電話で苦労しながら情報をやり取りしたり、ことある

もあります。回線を敷設できれば、拠

3

点間VPNで本社と常に接続しておくこ

テレワークの導入事例

ごとに足を運ぶようなことをしなくてすむようになります。

とができますが、回線を敷設できない
場合は、モバイルインターネット接続

●どうやって構築する？

などを利用して、必要なときだけ本社

一時的とは言え、数カ月から数年単位で利用する環境では、Cisco

に接続するリモートアクセスVPNを利

841M Jシリーズを利用した拠点間VPN接続で、オフィスとの間を

用します。

接続するといいでしょう。一方、短期間のイベント会場などでは、
外出先からの利用などと同様に、Cisco 841M Jシリーズでリモー
トアクセスVPN環境を構築し、必要なときだけオフィスに接続する
という形態でも十分です。コミュニケーション手段に関しては、
Cisco WebExを使うことで、本社との間で会議をしたり、さまざ
まな報告をすることなどができます。

基本はVPNとセキュリティ
対策、そしてWeb会議
リモートアクセスVPN
環境を構築して、必要
なときだけ接続する

Cisco WebExで本社
と密に連絡が取れる

このレッスンで解説したように、テレ
ワークが活用できるシーンはいくつも
考えられます。しかし、その基本とな
る技術は、いずれもVPN、セキュリティ
対策、Web会議となります。本社との
間をどうやって安全に接続するか、外
出先の端末のセキュリティをどう確保
するか、コミュニケーション手段はど
うするかなど、これらを具体的な製品
やサービスで実現することこそが、テ
レワークを成功させる秘訣となりま
す。もちろん、個別に環境を整えても
かまいませんが、これらのソリューショ
ンを一括して提供できるパートナーを
選んで、導入を進めることが重要です。
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レッスン

4

テレワークを
成功させるには
シスコソリューション

テレワークを成功させるためには、どのよ
うな点に注意すればいいのでしょうか。こ
こでは、具体的な導入のコツを見ていきま
しょう。

セキュリティ対策を万全にする

Cisco CWSのしくみ

テレワークは、これまでオフィスで完結していた業務を、社員宅や
外出先、拠点、店舗、一時的なスペースなどでも可能にする画期的

Cisco CWSは、クラウド上で提供さ
れるサービスです。Cisco 841M Jで

できるテレワーク シスコソリューション版

な考え方です。しかし、業務を可能にする範囲が拡大するというこ

機能を有効にすると、インターネット

とは、それだけ情報漏洩やマルウェアの感染など、セキュリティ被

で や り 取 り さ れ る 通 信 が、 す べ て

害を受ける機会も増えることになります。このため、重要なのはしっ
かりとしたセキュリティ機能を備えたハードウェアやサービスを選

Cisco CWSを通過するようになり、
マルウェアをチェックしたり、Web
フィルタリングサービスによって特定

ぶことです。シスコなら、Cisco 841M Jシリーズのように、VPN

のWebサイトへのアクセスを遮断でき

機能を備えたルータを手頃な価格で入手できるうえ、そこにマル

ます。このほかに、
オプションでレピュ

ウェア対策やWebフィルタリングなどのセキュリティサービス

テーション機能やサンドボックス、出
口対策機能も追加できます。

「Cisco CWS」を組み合わせることができるため、万全のセキュリ
ティ対策でテレワークを実現することができます。

さらに高度な対策が
必要な場合は
最近では、特定の企業を狙って、実在
するメールなどを装って巧妙に企業か
ら情報を盗み出す「標的型攻撃」と呼
ばれるセキュリティ被害が増加してい
ます。このような攻撃から身を守るに
は、
外部からの侵入防止機能（IPS）や、
Cisco CWSのオプションとして提供さ
れている高度な機能に対応したセキュ
リティアプライアンスの導入が必要で
す。シスコでは、
中小企業向けのセキュ
リティアプライアンス（Cisco ASAシ
リーズ）もラインナップしているので、
これらの導入も検討しましょう。

ネットワーク以外の
マルウェアはどうするの？
Cisco CWSでは、ネットワークでやり
取りされるすべての通信を対象にマル
ウェア対策が可能です。USBメモリな
どで感染する場合もありますが、これ
らはパソコンのマルウェア対策ソフト
で対応します。OS標準の機能でも対
応可能ですが、エンドポイント向け
テレマークではいろいろな場所
からのアクセスが増える
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しっかりとしたセキュリティ
対策を行うことが求められる

Cisco AMPを導入すると、侵入経路
や感染端末の把握、分析も可能です。

スモールオフィスに最適なパッケージを選択

Cisco Start 推奨パッケージ
の構成は？

テレワークの導入にあたっては、費用も重要な検討課題の1つです。
シスコというと大規模向けのイメージがありますが、最近では
Cisco Startと呼ばれる中小向けの製品が提供されています。VPN
ルータやスイッチ、ワイヤレスアクセスポイントなどの組み合わせ
により、25名、50名、100名規模向けのパッケージも用意されて

たとえば、25名規模のオフィス向けと
なる基本LANパッケージでは、イン
ターネット接続とVPN環境構築のため
のルータ「C841M-4X-JAIS/K9」が
1台、無線LAN接続のためのアクセス

チ「SG110D-08-JP」が4台、
各スイッ

パッケージは、ルータ1台、スイッチ3＋16台、
ワイヤレスコントローラー 1台、アクセスポ
イント4台で構成される

シスコソリューション

1台、パソコンを接続するためのスイッ

トをリーズナブルな価格で利用できます。
◆Cisco Start 100
100名規模のオフィス向け
基本LANパッケージ

4

ポイント「AIR-CAP1702I-Q-K9」が

います。シスコならではの高品質なネットワーク機器と充実のサポー

チとアクセスポイントを接続する大元
のスイッチ「SG300-10MPP-K9-JP」
1台がセットとなります。

PoE
PoE

豊富な資料と充実のサポート
シスコのネットワーク機器は、豊富な
資料と充実のサポートでも有名です。
設定例などの資料を利用してVPNなど

設定がかんたん

の設定をすることも手軽にできるう
え、わからないことがあればWebサイ

いくらテレワークが便利でも、導入が難しければ成功は望めません。

トから簡単に技術者に問い合わせるこ

その点、Cisco Startシリーズなら、シスコ製品をはじめて利用す

とができます。

る人でも安心して利用できるように、GUIによる設定画面が用意さ
れるなど、手軽に設定できるように工夫されています。組織にIT技
術に長けた人がいなくても、手軽に導入、運用することができます。
Cisco Startシリーズで
テレワークをはじめよう
Cisco Startシリーズは、テレワークに
必要なVPNルータやスイッチなどの機
器を手軽に導入できる製品群です。か
んたんな設定と充実のサポートに加
え、リーズナブルな価格設定となって
おり、気軽に導入できます。必要な機
材をまとめて調達できるパッケージ製
品もあるため、通常のネットワーク環
境の構築はもちろん、これからテレ
わかりやすい設定画面で、社員でも
運営できる製品を選択する

ワークをはじめようと考えている場合
に最適な製品です。
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レッスン

5

テレワークを
はじめるには

テレワーク環境を実際に構築してみましょ
う。本書では、基本となるルータの設置と
セキュリティを確保するためのCisco CWS
の導入を中心に解説します。

テレワークで必要なもの
必要な機材

機材はどこで買えばいいの？

本書では例として、小規模なオフィスでのインターネット接続環境
の構築とVPN接続の概要、Web会議の利用方法を解説します。あ
らかじめルータの「C841M-4X-JAIS/K9」や「C841M-8X-JAIS/

できるテレワーク シスコソリューション版

K9」とCisco CWSのライセンス（試用版でも可）を用意しておき
ましょう。また、Cisco WebExを利用したWeb会議の使い方も解

シスコのルータやスイッチはシスコの
販売代理店となるシステム設計会社や
オンラインショップ（NTT-X Store）
などで購入できます。構築も一緒に頼
むならシステム設計会社に、設置や設
定がある程度自分でできる場合はオン

説します。Cisco WebExのアカウント（試用版でも可）も用意し

ラインショップで購入するといいで

ておきましょう。実際にオフィスで利用する場合は、これ以外にフ

しょう。見積依頼は、各地域の販売代

ロアのパソコンを接続するためのスイッチも必要になります。

理店とユーザーのマッチングサイト
「Cisco SMBマーケットプレイス」が
便利です。このWebサイトで、フリー
トライアルの申し込みもできます。

◆管理端末

▼ Cisco SMB マーケットプレイス
http://www.cisco.com/jp/go/
marketplace

設定端末にはどんなパソコン
を用意すればいいの？

◆ルータ

ルータの「C841M-4X-JAIS/K9」や
「C841M-8X-JAIS/K9」は、パソコン
のブラウザーを利用して設定できま
◆スイッチ

す。このためパソコンは、Windows
でもMacでもかまいません。ただし、
サポートしているバージョンのブラウ
ザ ー（
「Internet Explorer」10以 上、
「Firefox」10以上、
「Chrome 」17以上）
が必要になります。

ルータって何？
ルータは、ネットワーク間でやり取り
される通信を宛先によって転送する役
割を持った中継機です。小規模なオ
フィスでは、おもに社内LANとイン
ターネットの間の通信を中継すること
で、パソコンからインターネットに接
続できるようにします。
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導入から利用までの手順

業務の妨げにならないように
導入作業をしよう

本書での設定手順は以下の通りです。ルータの設定によりインター
ネット接続を可能にした後、Cisco CWSを有効にしてセキュリティ

ルータの設置や設定は、土曜日や日曜
日などの業務が行われていないときに

を確保し、その状況を管理画面で確認します。在宅勤務や外出先か

実施しましょう。業務中に機器の入れ

らのアクセスに必要なVPN接続は概要説明のみとなりますが、Web

替えや設定を実行すると、パソコンか

会議の方法を解説することで、テレワークに不可欠なコミュニケー

5

業務の妨げになってしまいます。

テレワークで必要なもの

ション手段について説明します。

らインターネットに接続できなくなり、

❶ ルータの設定（必須）
クイックセットアップ・ウィザードを使ってルータを設定する。
→レッスン❻

検討会を設けよう
テレワークの実現には、システムの構
築だけでなく、さまざまな準備が必要
です。どういうときに、どのように使

❷ Cisco CWSの設定（オプション）

うのかといったルールを決めたり、実
セキュリティを高めたい場合は、
クラウド型セキュリティサービス「Cisco
CWS」でセキュリティ対策を行う。
→レッスン❼

際の使い方を紹介したり、
セキュリティ
に対する考え方を広めたりする必要が
あります。組織の全員がテレワーク環
境を活用するためにも、事前に検討会
を設けるなど、組織内の調整もしっか
りと行っておきましょう。

❸ 通信状況の確認（オプション）
セキュリティを高めたい場合は、Cisco CWSのレポートを表示して、通
信状況を確認する。
→レッスン❽

❹ いろいろなテレワーク環境に対応（オプション）
いろいろなテレワーク環境に対応したい場合は、拠点同士の接続や外出先
→レッスン❾
からのアクセス環境を構築する。

万全の準備を整えよう
テレワークの実現には、ルータの設置
や設定、セキュリティの確保、VPNの
設定、Web会議の準備など、さまざま

❺ Web会議（必須）

な設定が必要になります。あらかじめ
必要な機器やライセンスを準備し、ど

Cisco WebExを使ってWeb会議を開く。
→レッスン❿⓫⓬

のような手順で何を設定すればいいの
かを確認しておきましょう。テレワー
クの形態によって、利用する機能や設
定方法が変わる場合もありますが、本
書で紹介するインターネット接続や
Cisco CWSの設定は、基本中の基本
となる共通の設定です。
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6

ネットワークを
構築するには

テレワーク環 境の基 本とも言えるVPN
ルータを使えるようにしましょう。クイッ
クセットアップ・ウィザードを使えば、は
じめてでも簡単に設定できます。

ルータの設定
初期設定

設定画面が
表示されないときは

ポート0と設定用パソコンの
LANポートを接続

◆C841M-8X-JAIS/K9

手順2で、設定画面が表示されないと
きは、通信に必要なIPアドレスが正し

できるテレワーク シスコソリューション版

くパソコンに割り当てられていない可
CONSOLE

能性があります。
［コントロールパネ
ル］から［ネットワークとインターネッ
ト］にある［ネットワークと共有セン

初期設定が終わったら、GIG8ポートに
インターネット回線を接続する

ター］を開き、
［接続：イーサネット（環
境によって名称は異なる）
］をクリック

1

します。表示された画面で［プロパ

ユーザー名とパスワードを設定する

設定用パソコンでブラ
ウザーを起動しておく

ティ］をクリックしたあとに、
［インター
ネット プロトコル バージョン4（TCP/

❶「https://10.10.10.1」と
入力して、vキーを押す

IPv4）
］をダブルクリックします。IPア
ドレスの設定画面が表示されるので、

初期設定時のみユーザー名とパス
ワードは「cisco」になっている

IPアドレスが自動取得になっているか
を確認しましょう。自動取得になって
いても表示できないときは、設定時の

❷
［cisco］と入力
❸
［cisco］と入力
❹［OK］をクリック

み一時的に以下のようにIPアドレスを
固定で割り当てます。
［次のIPアドレス
を使う］を選 択して、IPアドレスに
［10.10.10.10（1以外）
］
、サブネット
マスクに［255.255.255.128］を設定
しましょう。

❺新規のユーザー名を入力

手動で［IPアドレス］と［サブ
ネットマスク］を設定する

❻新規のパスワードを入力
❼
［はい］をクリック

2

CCP Expressにログインする
［Windowsセキュリテ
ィ］の画面が表示された
❶ユーザー名を入力
❷パスワードを入力

間違った場合は？
手順１で認証に失敗したときは、もう
一度、正しいユーザー名とパスワード
を入力し直します。初期設定時のユー

❸［OK］をクリック

ザー名とパスワードはどちらも
「cisco」です。

14

WAN/LAN の設定

1

最新のファームウェアを使う

クイック セットアップ・ウィザードを開始する

Cisco 841M Jシリーズを利用する際
は、ファー ムウェアや 設 定 用GUIの
「Cisco Configuration Professional
Express」を最新のものにアップデー
トしておきましょう。最新情報は、製

6
ルータの設定

品情報のWebサイトの［設定］タブや
［サポート］タブで確認できます。
❶［クイックセットアップ・
ウィザード］をクリック

▼製品情報サイト
http://www.cisco.com/web/JP/
smb/c800m/index.html

❷［始める］をクリック

2

ルータ名やドメインネームを入力する

［クイックセットアップ・ウィザード］の
［基本］画面が表示された

❶ルータ名を
入力
❷ドメインネー
ムを入力
❸ここをクリッ
クしてタイムゾ
ーンを選択
❹
［次］を
クリック

3

インターフェイスは
何を選べばいいの？

WANを設定する

Cisco 841M Jシリーズには、インター
［プライマリ WAN］の
画面が表示された

❶ここをクリックして［Ethernet
（Direct /PPPOE）
］を選択

ネット接続に利用するポートとして、
［GigabitEthernet 0/5］と［Gigabit
❷ここをクリッ
クしてインター
フェイスを選択

Ethernet 0/4］の2つが搭載されてい
ます。本体背面のポートに、番号が記
載されているので、WAN回線を接続
したポートの番号を指定しましょう。

次のページに続く
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4

ルータ名やドメインネームを入力する

画面の下側が
表示された

接続方法を確認する

❶ここをクリックしてチェッ
クマークを付ける

本書では、フレッツ光などPPPoE方式
を利用しているインターネット接続回
❷プロバイダか
ら提供された情
報を入力

線での設定方法を紹介します。利用す
る回線によっては、PPPoEではなく、
DHCPでIPアドレスが割り当てられる
場合もあります。その場合は、
［PPPoE］
のチェックを外して設定を進めます。

❸
［次］を
クリック

利用する回線の
パラメーターを確認する

できるテレワーク シスコソリューション版

手順４で、
［詳細設定］をクリックする

5

と、IDとパスワードに加えて、接続に

LANの設定画面を表示する

必要なパラメータ（MTU/MSS）を設
定できます。利用する回線によっては、
［バックアップ
WAN］の画面
が表示された
ここではバック
ア ッ プWANの
設定はしない
［次］をクリック

特定の値を設定する必要があるので、
利用している回線事業者の案内に従っ
て設定してください。

バックアップWAN って何？
バックアップWANは、インターネット
接続用の回線を2系統利用して、障害
などで片方が接続できなくなった場合

6

でも、もう片方を利用してインター

DHCP の設定を確認する

ネットに接続できるようにする機能で
す。契約している回線が2系統あり、
［LAN］の画面が
表示された
❶DHCPの
設定を確認
❷
［次］を
クリック

それぞれが［GigabitEthernet 0/5］
と［GigabitEthernet 0/4］の両方に
接続されている場合は、どちらかをプ
ライマリWANに、もう片方をバック
アップWANに設定できます。

ファイアウォール機能も
使える
手順７で、
［ファイアウォール機能を

7

有効化］にチェックを付けると、ルー

ファイアウォールを設定する

タを通過できる通信をポリシーとして
［セキュリティ］
の画面が表示さ
れた

設定できるファイアウォール機能を有
効化できます。外部からの不正なアク
セスを遮断できるので、必要に応じて
有効にしておきましょう。

❶ここをクリッ
クしてチェック
マークを付ける
❷
［次］を
クリック

16

間違った場合は？
ウィザードの設定内容を間違えたとき
は、
［前］ボタンをクリックして、その
設定をやり直します。

8

設定を適用する

WAN回線がDHCPの場合は
［確認し適用する］の
画面が表示された

利用するインターネット接続用の回線
がPPPoEではなく、DHCP方式の場合
は、ウィザードの完了後、設定が必要
です。設定画面で［静的ルーティング］
をクリック後、登録済みの項目を選択

6

❶［設定］を
クリック

ルータの設定

し、
［編集］ボタンをクリックします。
編集画面が表示されたら、
［ネクスト
ホップIP］の項目で［DHCP］を選び
ます。

❷［はい］を
クリック

ダッシュボードで
接続を確認するには
正常に接続できた場合、手順10のダッ
シュボードで、
［WANインターフェイ
ス］の［プライマリ］に割り当てられ

9

たIPアドレスが表示されます。
［IPCP］

ダッシュボードを表示する

などのまま変化がなければ、ユーザ名
やパスワードが間違っている可能性が
あります。
［インターフェイス］
をクリッ
［WAN］の設定
が完了した

クして［GigabitEthernet0/5］の編集

画面がリダイ
レクトされる

う。また、
［IPv4アドレス］で［NAT

ボタンをクリックし、
［認証］からユー
ザ名とパスワードを設定し直しましょ
の有効化］にチェックが付いているこ
とも確認しましょう。

10

ウィザードで簡単に設定できる

ダッシュボードの画面が表示される
Cisco 841M Jは、VPN接 続 機 能 や
ダッシュボードの
画面が表示された

Cisco CWSなどのセキュリティ機能
に対応した本格的な業務用ルータなが
ら、
グラフィカルな設定画面やウィザー
ドによる初期設定を備えた、初心者に
もやさしいルータです。テレワーク用
にセキュリティ環境を整えたり、VPN
接続を設定したりする前に、大前提と
してインターネット接続環境を整える
必要がありますが、画面の指示に従っ
て設定するだけで、誰でも設定するこ
とができます。
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7

セキュリティの対策を
するには
Cisco CWSの設定

シスコのクラウド型セキュリティサービス
「Cisco CWS」を使えるように設定しましょ
う。マルウェアなどからネットワーク全体
を保護できます。

Company Keyの発行

1

アカウントを取得しておく

Cisco Cloud Web Securityにログインする

Cisco CWSの利用には、アカウント
が必要です。販売代理店経由であらか

できるテレワーク シスコソリューション版

設定用パソコンでブラ
ウザーを起動しておく

❶「https://scancenter.scansafe.com」と
入力して、vキーを押す

じめサービスに加入し、設定用のアカ
ウントを登録しておきましょう。ライ
センスを購入する前に試用することも
できるので、販売代理店などに確認し

❷ユーザー
名を入力
❸パスワー
ドを入力

てみましょう。また、Evaluationにつ
いては、シスコ販社経由で申し込みま
しょう。

❹［Login］を
クリック

2

固定IPアドレスを推奨

Company Keyを発行する
Cisco CWSは、インターネット接続

Cisco Cloud Web Securityの
［Home］画面が表示された

❶［Admin］を
クリック

時にWAN回線に割り当てられるIPア
ドレスが固定されている環境（固定
IP）での利用が推奨されています。で
きるだけ、プロバイダなどが提供して
いる固定IPアドレスサービスを利用し
❷［Authentication］を
クリック

ましょう。

❸［Company Key］を
クリック

間違った場合は？
手順３で表示されたCompany Keyを
忘れたときは、現在のCompany Key
❹［Create New］を
クリック

を破棄して、再発行する必要がありま
す。再度、Company Keyの発行画面
を 表 示 後、 現 在 の キ ー の 画 面 で
［Revoke］をクリックして破棄し、新
しいキーを発行し直しましょう。
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3

Company Keyを控える

Company Keyが
発行された

Company Keyは
メモしておく

Company Key って何？
手 順 ３ で 発 行 し て い る「Company
Key」は、クラウド側で提供されてい
るCWSのサービスに、オフィスに設
置したルータ（Cisco 841M Jシリー
ズ）から接続するためのライセンス

7

キーです。CWSでは、マルウェアの

Cisco CWS

検知などのセキュリティ機能がクラウ
ドで提供されます。このため、ルータ
からの通信を一度すべてクラウド側の
CWSへ転送する必要があります。こ
の際、正しいライセンスを所有してい

の
設
定

る か ど う か を 確 認 す る た め に、
Company Keyを使います。

Cisco CWSの設定

1

CCP Expressにログインする

Company Keyは
一度しか表示されない
Company Keyは、セキュリティのた

設定用パソコンでブラ
ウザーを起動しておく

❶「https://10.10.10.1」と
入力して、vキーを押す

め一度しか表示されません。メールア
ドレスを指定して送信しておくか、画
面に表示されたキーをメモ帳などにコ
ピーして保存しておきましょう。

Webフィルタリングを
利用するには
Cisco CWSには、あらかじめ選択し
たカテゴリーのWebページへのアクセ
スを禁止できるWebフィルタリング機
能が搭載されています。この機能を利
❷ユーザー名を
入力

❸パスワードを
入力

❹［OK］を
クリック

用するには手順３のCWSの管理サイ
トで［Web Filtering］を選択します。
［Create Rule］をクリックし、禁止し
たいWebページのカテゴリーを指定し
たフィルタを追加するなどしてルール
を作成しましょう。

次のページに続く
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2

［セキュリティ］の画面を表示する

［CCP Express］の
画面が表示された

❶ここをドラッグして
下にスクロール

［セキュリティ］の画面が
表示されないときは
Cisco 841M Jシリー ズ のファー ム
ウェアが古い場合、
設定画面に［セキュ
リティ］の項目が表示されないことが
あります。最新のファームウェアを入
手してアップデートしましょう。

ゾーンを設定するには

できるテレワーク シスコソリューション版

ウィザードでファイアウォールを有効
にしなかった場合は、手順３でゾーン
の設定が必要です。
［Vlan1］を［ゾー
ンLAN］に配置し、インターネット接
続に利用しているポートを［ゾーン
WAN］に配置します。その後、
［ポリ
シー］でインターネット接続を許可す
るポリシーを作成します。

サーバー情報をあらかじめ
入手しておこう
Cisco CWSを利用するためには、手
順４で、Cisco 841M Jシリーズに、

❷［セキュリティ］を
クリック

接続先のサーバー名を登録する必要が
あります（このサーバーに通信が転送

3

［コンテンツセキュリティ］の画面を表示する

［セキュリティ］の
画面が表示された

［コンテンツセキュ
リティ］をクリック

されてチェックされる）
。設定するサー
バーの名前は、Cisco CWSの契約時
にメールなどで通知されます。通知さ
れたサーバー名を間違えないように設
定しましょう。

間違った場合は？
手順５で、ライセンスキーが登録でき
ないときは、貼り付けた文字列が間
違っている可能性があります。再度、
貼り付け直しても登録できないとき
は、現在のCompany Keyを破棄して、
新たに発行し直したキーを使って設定
します。
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4

ライセンスキーは
暗号化なしで登録する

Cisco CWSの設定を有効にする

［コンテンツセキュリティ］
の画面が表示された

ここをクリックしてチェック
マークを付ける

手順５の［ライセンス］には、Cisco
CWSの管理画面で発行したCompany
Keyを登録します。このとき、
［暗号化］
が［はい］になっていると、キーの桁
数が合わずに登録できません。必ず、

7

［いいえ］を選択した状態で登録しま

Cisco CWS

しょう。

の
設
定

5

アイコンの色で
混雑状況がわかる

Cisco CWSの設定を完了する

Cisco CWSの設定が
有効になった

❶プライマリサーバ
名を入力

❷セカンダリサーバ
名を入力

手順５で、Cisco CWSの設定が完了
すると、サーバーの隣にアンテナのア
イコンが表示されます。アンテナの色
はサーバーの状態を示しており、緑が
稼働中、赤が停止中を表しています。
接続できない場合などは、アイコンの
色を確認してみましょう。

❸［いいえ］を
クリック
❹Company
Keyを入力

マルウェアからの保護や
Webフィルタリングができる

❺［適用］を
クリック

Cisco CWSを 利 用 す る と、 ル ー タ
（Cisco 841M Jシリーズ）経由でやり
取りされたデータが、リアルタイムで
Cisco CWSの設定が
できた

Cisco CWSでチェックされるようにな
ります。マルウェアに感染したファイ
ルをダウンロードしそうになったり、危
険なWebサイトにアクセスしそうにな
ると、警告が表示されてアクセスが遮
断されます。パソコンだけでなく、ス
マートフォンやタブレットなど、同じ
ネットワークに接続するさまざまな機
器をまとめて保護できるのが特徴です。
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8

通信状況を
確認するには

Cisco CWSは、マルウェアや特定のWeb
ページを単純に遮断するだけでなく、オ
フィス内の端末の通信情報を詳細に記録
します。レポートを表示してみましょう。

Cisco CWSのレポート

1

Cisco Cloud Web Securityにログインする

設定用パソコンでブラ
ウザーを起動しておく

❶「https://scancenter.scansafe.com」と
入力して、vキーを押す

ダッシュボードの見方
ダッシュボードでは、通信状況のサマ
リを確認できます。標準で表示される

できるテレワーク シスコソリューション版

「All Blocks」では、通信が遮断され
た数が表示されます。上の折れ線グラ

❷ユーザー
名を入力

フで時間ごとの経緯、下の棒グラフで

❸パスワー
ドを入力

す。右上のドロップダウンボックスで

❹［Login］を
クリック

Usage］
（Facebookへのアクセス状

端末ごとのブロック数が表示されま
項目を選択することで、
［Facebook
況）
、
［Spyware Blocks］
（スパイウェ
アのブロック状況）
、
［Web Filtering
Blocks］
（Webフィルタのブロック状

2

況）
、
［Web Virus Blocks］
（ウイルス

［Dashboard］画面を表示する

のブロック状況）を表示できます。

Cisco Cloud Web Securityの
［Home］画面が表示された

［Dashboard］を
クリック

端末はIPアドレスで表示
ネットワーク上の端末は、割り当てら
れているIPアドレスで表示されます。
このため、ダッシュボードのグラフが
どの端末のものなのかを確認したいと
きは、あらかじめその端末にどのIPア

3

ドレスが割り当てられているのかを確

［Reports］画面を表示する

［Dashboard］画面が
表示された

統計情報が
表示される

認する必要があります。

［Reports］を
クリック

間違った場合は？
ダッシュボードの表示は、すぐには更
新されません。Cisco CWSの利用開
始直後は表示されないことがあるの
で、しばらく時間が経過してから確認
してみましょう。
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4

より詳細な情報はレポートを
見る

検索画面を表示する
［Reports］画面が
表示された
［Create Report］を
クリック

ダッシュボードは手軽に確認できる反
面、よく見る統計情報のみが表示され、
詳細な情報は表示できません。さらに
詳しい情報が必要なときは、レポート
を利用しましょう。レポートを使うと、

8

どのようなアプリケーションを使って

Cisco CWS

いるか、誰がどれくらいの帯域を使っ
ているか、どのようなWebサイトにア
クセスしているかなど、さまざまな情

5

報を細かく表示できます。

レポートを検索する
検索画面が
表示された
❶ここをクリック
して条件を選択
❷［Launch Search］
をクリック

6

手順４で［Predefined Reports］の各
項目を展開すると、細目ごとのレポー
トをダウンロードできます。特定の項
目だけをチェックしたいときは、この
方法で確認するといいでしょう。

レポートを
ダウンロードできる

レポートを確認する

レポートが
表示された

の
レ
ポ
ー
ト

レポートの形態を変更できる

ここをドラッグして
下にスクロール

レポートの表示後、画面右下の［PDF］
や［CSV］アイコンをクリックすると、
レポートの内容をファイルとして保存
できます。社内の報告や保管用にファ
イルとして保管しておきたいときは、
ここからダウンロードしましょう。

ネットワークの今を把握できる
Cisco CWSを利用すると、オフィス内
の端末の通信状況を詳細に把握できる
ようになります。どのユーザーが、禁
止されているWebサイトに多くアクセ
スしているのか、どのユーザーがマル
ウェアやスパイウェアをクリックする
頻度が高いのかを把握したり、どの期
間に通信が集中するのかを確認できる
ので、オフィス内の調査や今後のセ
レポートを
確認できた

キュリティ対策を立てる際の参考にも
なります。
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いろいろなテレワーク環境に
対応させるには
拠点間接続、外出先からのアクセス

今後、さらにいろいろなテレワーク環境に
対応させるには、拠点同士の接続や外出
先からのアクセス環境が必要です。それ
ぞれの流れを確認しておきましょう。

オフィス同士をつなぐ拠点間接続

画面付きの設定ドキュメント
もある

拠点間をVPNで接続には、Cisco 841M Jシリーズに搭載されて
いるVPN機能を利用します。接続先がひとつの場合は、それぞれの
拠点にあるCisco 841M Jシリーズの［セキュリティ］タブから

できるテレワーク シスコソリューション版

「VPN」を有効にする方法（スタティックVPN）で接続できます。

スタティックVPNの接続方法は、シス
コサポートコミュニティにドキュメン
トとして公開されています。以下のド
キュメントを参考に設定しましょう。
▼ CCP Express 3.1 スタティック
VPN簡単設定ガイド
https://supportforums.cisco.
com/ja/document/12602556

それぞれのCisco 841M
Jシリーズの「VPN」機能
を有効にする

複数の拠点と接続するには
Cisco 841M Jシリーズで、複数の拠
点と接続したいときは「DMVPN」を
利用します。詳細な接続方法は、以下
のドキュメントを参照してください。

❶ゾーンの編集（インターネット接続ポートをWANゾーンに接続）

❷ゾーンの編集（LANポート、LoopbackポートをLANゾーンに接続）

❸ルータのVPN設定画面に接続先や事前共有鍵などの設定

❹VPNポリシーの作成（LANとVPN間の通信を許可）

❺静的ルーティングの作成

❻対抗のルータに❶〜❺の設定（接続先は変える）
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▼ CCP Express 3.1 DMVPN 設
定ガイド
https://supportforums.cisco.
com/ja/document/12605301

外出先や社員宅からのリモートアクセス環境

高度な機能はコマンドで
設定する

在宅勤務の社員宅や営業担当者が外出先から本社に接続する場合
は、リモートアクセスVPN機能を利用します。リモートアクセス

Cisco 841M Jシリーズには、エンター
プライズ向けのシスコ製品と基本的に

VPN機能はGUIでの設定ができないため、コマンドでの設定が必要

同じOS（IOS）が搭載されています。

です。詳しくは以下のWebページを参照してください。

このため、コマンドを利用することで、

▼ Cisco Start シリーズの紹介Webページ
http://www.cisco.com/jp/go/start

ができます。サポートサイトやドキュ

VPNなどの高度な設定を利用すること

9
拠点間接続︑外出先からのアクセス

メントなどに掲載されている豊富な設
定例を参考にすれば、フロアに設置し

リモートアクセスVPN
機能を設定する

必要なときに
接続する

たスイッチの設定を自動的に配信する
など、さらに高度な機能を利用するこ
とができます。インターネット接続や
拠点間VPNはGUIで誰でも設定できる
ようにしながら、コマンドを利用する
ことで、さらに高度な使い方ができる
点こそ、中小企業向けに開発された
Cisco Startシリーズの特徴です。

複数拠点の接続をシンプルにできる
全国に拠点や店舗がある組織では、DMVPN（Dynamic Multipoint
VPN）という機能を使うと便利です。DMVPNの特徴は、それぞれ
の拠点から必要なときにオンデマンドでVPN接続ができる点です。
複雑なネットワークの設定が必要ないため、拠点が増えたとしても
ネットワークの変更や運用管理がかからず、シンプルな構成で利用
できます。また、VPNの接続先にダイナミックDNSを指定できる
ため、固定IPアドレスが使えない環境でも利用できます。設定例な
ど詳しくは以下のWebページを参照してください。
▼ Cisco Start シリーズの紹介Webページ
http://www.cisco.com/jp/go/start

テレワーク環境を構築しよう
テレワーク環境を構築するには、安全
な通信環境を用意することが大切で
す。このため、本社と支店、在宅勤務
の社員宅や外出先とオフィス内のネッ
トワークをVPNで安全に接続する必要
があります。Cisco 841M Jシリーズ
は、リーズナブルな価格設定のルータ
でありながら、これらの機能を備えて
います。また、複数拠点がある場合で
もシンプルな構成でVPN接続を構成で
きるなど、環境に合わせて柔軟に使え
るのも大きな魅力です。
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オンラインで
Web会議を行うには
Cisco WebExでできること

効率的なコミュニケーション手段は、テレ
ワークに不可欠な要素のひとつです。イン
ターネット経由で手軽にミーティングがで
きるCisco WebExを活用してみましょう。

どこでも端末を選ばず会議を開くことができる

Cisco WebExのしくみ

「もっと頻繁に話し合っておけば…」
、
「相手のニーズをもっと正確に
把握しておけば…」
。離れた場所で働くテレワークでは、意思の疎通
が仕事の成果に大きく影響することも珍しくありません。そこで注

できるテレワーク シスコソリューション版

目されているのが、オンラインで手軽に会議やミーティングを開催
できる「Cisco WebEx」です。インターネットに接続できるパソ

Cisco WebExでは、インターネットを
通じて会議に必要な情報をやり取りし
ます。たとえば、発表者が表示してい
るパソコンの画面を出席者に表示する
ことで、参加者全員が同じ資料を見ら
れるようにしたり、資料を見ながら話

コンやスマートフォン、タブレットさえあれば、それぞれの出席者

した声を全員が聞いたりすることがで

がどこにいようとも、音声や映像を使って、まるで目の前で話して

きます。もちろん、参加者が質問をす

いるかのようにプレゼンテーションや話し合いをすることができま

るなど、全員で意見を交換することも

す。在宅勤務でもオフィスにいるかのように上司に相談したり、外

できます。

出先から会議に参加するなど、さまざまな活用ができます。
音声とビデオ映像で対面に近い
コミュニケーションがとれる

パソコンとインターネット環境があれば、
外出先からもWeb会議に参加できる

必要な機器を確認しよう
Cisco WebExを利用するには、以下の
機材が必要です。特別な機材は必要な
く、一般的なパソコンやスマートフォ
ン、タブレット端末で利用できます。
●インターネットに接続できる機器
パ ソ コ ン：Windows/Mac/Linux/
Unix/Solaris
モバイル端末：Android/iOS
●オーディオ機能
音声出力用のスピーカーや音声入力用
のマイク

画像やグラフなど
をリアルタイムの
画面で共有できる

●Webカメラ（オプション）
自分の映像を相手に表示するためのカ
メラ

自由に機能を
カスタマイズできる
Cisco WebExでは、用途によって設
定を自由にカスタマイズできます。た
とえば、会議の議題［マイWebEx］の
［基本設定］から議題などのミーティ
ング情報を変更したり、よく会議をす
る人を連絡先として登録したり、スケ
在宅勤務でもオフィスにいる感覚で
Web会議に参加できる
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スマートフォンやタブレット
からもWeb会議に参加できる

ジュール用のテンプレートを作成した
りできます。

メールアドレスさえあればWeb会議ができる

電話で参加することもできる

Cisco WebExを使った会議の開催方法は、とても簡単です。会議
を主催したい人は、アカウントを取得後、Webブラウザーなどを使っ

Cisco WebExの会議には、電話で参
加することもできます。参加できる機

て会議を開始します。そして、会議に参加するためのリンクをメー

器が手元にない状況でも出席できるほ

ルなどで参加者に通知します。通知を受け取った参加者は、リンク

か、会議中に外部に電話をかけて参加

をクリックするだけで、簡単に会議に参加できます。スマートフォ
すが、難しい設定や面倒な操作をする必要はないので、すぐに会議
に参加できます。つまり、主催する側も参加する側も、基本的にメー
ルアドレスさえあれば、すぐに会議を始められます。
●Web会議を主催する人

●Web会議に招待された人

10

人にゲストとして参加してもらうこと

Cisco WebEx

ンやタブレットの場合は、初回のみアプリのインストールが必要で

者全員が聞こえる状態で問い合わせを
したり、当初は参加予定ではなかった
などもできます。

Cisco WebEx Meeting
Center って何？
本書では、オンラインで開催する会議の

で
で
き
る
こ
と

ことを一般的な「Web会議」と呼びます。
❶ Web会議を主催する

❶ 特に何もしないでよい

このレッスンで紹介したシスコのWeb
会議システム全体は「Cisco WebEx」
、

Web会議を開始する。日時を決
めてWeb会議を予約することも
できる
→レッスン⓫

ア カ ウ ント 登 録 の 必 要 は な く、
メールアドレスがあれば招待を受
けることができる。スマートフォ
ンの場合は、アプリのインストー
ルが必要になる。

次のレッスンで紹介するCisco WebEx
の操作画面は「Cisco WebEx Meeting
Center」となるので、混乱しないよう
に整理しておきましょう。

専用のサイトを構築できる
❷ Web会議の参加者を招待する
メールやOutlookの予定表を共有
して参加者を招待する。
→レッスン⓫

❷ Web会議に参加する
受信したメールから、Web会議
に参加できる。
→レッスン⓬

Cisco WebExでは、
「cisco（任意の
名前）.webex.com」のように、会議
を開催する際のアドレスに、専用のド
メインを割り当てられます。オフィス
内のユーザーが使いやすいだけでな

❸ Web会議を進める

く、社外のユーザーが安心してアクセ
スできるというメリットがあります。

音声や映像のほか、画面を共有しながらWeb会議を進める。

テレワークにCisco WebExを
活用しよう

Cisco WebExのメリットは？
Cisco WebExを利用するメリットはいくつかあります。もっとも
大きいのはコストの削減です。在宅勤務や地方の拠点など、離れた
場所にいる人とでも、交通費や宿泊費、会場費などを使わずに会議
ができます。移動に伴う時間の損失や疲労の軽減など、目に見えな
いコストを削減できるのも大きな魅力です。スケジュール調整が容
易なため会議の参加率を高めたり、録画によって参加できなかった

Cisco WebExを利用すると、テレワー
クで自宅や外出先で仕事をしている人
とのミーティングや離れた場所にある
支店との会議が簡単にできます。コス
トを削減できるのはもちろん、場所や
時間にとらわれずに会議ができ、素早
い意志決定や綿密な意思の疎通に役立
ちます。コミュニケーションツールとし
てだけでなく、外出先で仕事をする社

人をフォローしたりできます。このほか、外出先からの会議への参

員の営業活動やサポートなどにも応用

加に活用したり、災害発生時の事業継続に役立てたりすることもで

できます。テレワークを推進するため

きます。

のツールとして活用していきましょう。

27

レッスン

11

Web会議を
開催するには

実際にCisco WebExを使った会議を開催
してみましょう。ブラウザーを使った簡単
な操作をするだけで、すぐに会議を主催
することができます。

今すぐミーティング

1

プラグインをインストール
する必要がある

Web会議を開始する

Internet Explorerを起動してCisco
WebExにサインインしておく

❶［Meeting Center］
をクリック

Cisco WebExを利用するには、ブラ
ウザーにプラグインをインストールす

できるテレワーク シスコソリューション版

る必要があります。手順1で［今すぐ
ミーティング］をクリックした後に、
プラグインのインストール画面が表示
されたときは、画面の指示に従ってイ
ンストールしましょう。

初回起動時は議題を設定する
必要がある
［今すぐミーティング］の議題は、以
下の操作で変更できます。標準の設定
のままでは、会議の内容がわからない
ので、
事前に変更しておきましょう。
［マ
❷［今すぐミーティング］をクリック

イWebEx］の［基本設定］にある［今
すぐミーティングの設定］からも変更

2

できます。

Web会議に参加する人を招待する

セキュリティに関するダイアログボッ
クスが表示された場合は［許可する］を
クリックしておく

手順1の操作2を実行しておく
Cisco WebEx Meeting
Centerが起動した
［「今すぐミーティング」の設定
に移動します］をクリック
表示された画面で、議題やパス
ワードを設定しておく

［招待と催促］を
クリック
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3

Web会議に参加する人にメールを送信する

［招待と催促］画面が
表示された

❶招待したい人のメール
アドレスを入力

日時を決めてWeb会議を
予約するには
ここでは、すぐにWeb会議を開催する
方法を紹介していますが、日時を指定
してWeb会議の開催を予約することも
できます。以下のように、
［ミーティン
グのスケジュール］をクリックし、議

11
今すぐミーティング

題や参加するためのパスワードに加
え、日時、出席者を設定しましょう。
手順1の画
面を表示
しておく

［ミーティングの
スケジュール］を
クリック

❷［送信］をクリック

4

表示された画面で議題やパ
スワード、日時を設定して
Web会議を予約できる

Web会議に参加する人を招待できた

間違った場合は？

Web会議に参加する人に招待
のメールが送信された

手順3で入力するメールアドレスを間
違えてしまったときは、
［送信］ボタン
をクリックする前に、bキーでメー
ルアドレスを削除し、もう一度入力し
直します。

すぐにWeb会議を開催できる
［完了］をクリック

Cisco WebExの［今すぐミーティング］
は、文字通り、すぐにWeb会議を開催
できる便利な機能です。Web会議に参
加して欲しい人をメールで招待するだ
けで、Web会議を開催できます。あら
かじめ日時だけを決めておいたWeb会
議の当日に、この方法でWeb会議を開

招待された人がWeb会議に
参加する手順はレッスン⓬
を参照する

催するのはもちろんのこと、緊急で会
議やミーティングをしたいときなどに
も活用できます。簡単な操作で使える
ので、はじめてWeb会議を開催すると
きの練習用に使うのもいいでしょう。
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招待されたWeb会議
に参加するには
WebExミーティングに参加する

1

招待されたメールを確認する

招待されたメールを開いておく

Web会議に招待されたときは、どのように
参加すればいいのでしょうか？ ここでは
パソコンからWeb会議に参加する方法を
紹介します。

初回起動時のみインストール
する必要がある
Cisco WebExで開催されたWeb会議
に参加するために特別な準備は必要あ

できるテレワーク シスコソリューション版

りません。パソコンの場合は、ブラウ
ザーにプラグインをインストールする
だけで、参加できます。初回のみプラ
グインのインストール画面が表示され
るので、画面の指示に従ってインス
トールしましょう。

会議番号を入力して
Web会議に参加するには
Web会議には、主催者が会議を開催し
ているサイト（http://xxxxx.webex.
［WebExミーティングに参加する］
をクリック

com） やWebExの ホ ー ム ペ ー ジ
（http://webex.co.jp）にアクセスして
から、会議番号（ミーティング番号）
を入力することで参加できます。

2

Web会議に参加する

Web会議の詳細が
表示された

❶名前を入力

招待された人もアカウントが
必要なの？
Cisco WebExのアカウントが必要に
なるのは、基本的にWeb会議を開催す
る側だけです。Web会議に参加するだ
けであれば、アカウントは必要ありま
せん。手順2で入力している名前とメー
ルアドレスは、Web会議のときに参加
者を識別するために利用されるだけ
で、アカウントとして利用されるわけ
ではありません。

間違った場合は？
手 順2で間違った名前を入 力してし
❷メールアドレスを入力

❸［参加］をクリック

まったときは、
［参加］ボタンをクリッ
クする前に、bキーで名前を削除し、
もう一度、入力し直します。
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3

プラグインをインストール
できないときは

ビデオ接続を開始する

セキュリティに関するダイアログボックスが表示された
場合は［許可する］をクリックしておく
Cisco WebEx Meeting Centerが
起動した

プラグインをインストールできないと
きは、
［一時アプリケーション］を使っ
主催者の名前が
表示された

てWeb会議に参加できます。プラグイ
ンのインストール画面で、
［一時アプ
リケーションを起動］をクリックして、

12

Web会議に参加しましょう。

WebEx
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
す
る

相手の状態によって
参加者の表示が変わる
画面右下に表示される参加者の表示
は、相手の状態によって異なります。
スマートフォンから参加している場合
は、そのマークが表示されます。また、
映像を配信していない場合は、グレー
一色の背景が表示されます。
スマートフォンから参加して
いる場合はこのようなアイコ
ンが表示される

［ビデオを開始］を
クリック

4

ビデオ接続が開始された

ビデオのアイコンが
緑色になった

相手が映像を配信していない
ときはこのように表示される
自分の映像が
表示された

事前の準備がなくても
Web会議に参加できる
突然、Cisco WebExのWeb会議に招
待されても慌てる必要はありません。
Cisco WebExはインターネットに接続
できる環境とブラウザーさえあれば
Web会議に参加できます。初回のみプ
ラグインをインストールする必要があ
りますが、基本的には受け取ったメー
ルに記載されたリンクをクリックし、
名前やメールアドレスを登録するだけ
で参加できます。はじめて参加すると
きは、不安を感じるかもしれませんが、
参加者に自分の映像が配信された

気軽にWeb会議に参加してみましょう。
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