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市場と共に変わる会議ソリューションの要件

市場のトレンド 企業の関心 会議ソリューションの要件

高品質、低価格
移動、出張など

コスト削減

✓ 会議室と会議室を高音質・画質で接続を

できるテレビ会議

✓ 自席からPCやスマホで接続をできるWeb会議

斬新さ、カスタマイズ、

専門性

ビジネスのスピードUP、

迅速な意思決定

✓ 社内・社外、デバイスを問わずいつでも・どこで

も高品質の会議を開催できる

✓ 誰でも簡単に使える

✓ 対面以上の臨場感

感動、エンゲージメント
組織の壁を越えた

コラボレーションによる

イノベーションの創出

✓ AIと連携をした自動翻訳、議事録作成

✓ 会議の相手の情報を簡単に知ることができる

✓ 様々なコミュニケーションツールとの相互連携

✓ ボイスコントロール



社外との会議もどんどんバーチャル化



主要な会議ソリューションのベンダー

全方位型 アプリ・クラウド特化型 会議端末特化型

全方位型 PC、スマホ特化型 端末特化型

会議室と会議室の会議 ◎役員会議から小規模な会議まで対応
△別途周辺機器または専用機が必要 ◎役員会議から小規模な会議まで対応

自席や外出先から1on1 の会議 ◎PCやスマホ利用
◎PCやスマホ利用 △別途用意が必要

外出中の社員と会議室を繋いだ会議 ◎専用機、PC、スマホ
△別途周辺機器か専用機が必要 △別途用意が必要

ウェビナー ◎講師は専用機、受講者はPCやスマホ
△臨場感にかける △別途用意が必要

相互接続性 ◎アプリ、SIP/H.323、PSTN
△提携済みの製品のみ

SIP/H.323 は別途オプション

△SIP/H.323

導入後の運用、メンテナンス ◎ワンストップ運用、管理、保守
△周辺機器との切り分けや様々なパーツの

管理が必要

◎クラウドと連携している場合は切り分け

が必要
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Cisco Webexに関わる全てのメンバーが、今回の成果を非常に
誇りに思っています。長期にわたるチームの努力だけでなく、
シスコのビジョンも市場で認められ、Webex がお客様に愛用
されていることも裏付けています。Webex の強みは、ビデオ
会議システムと連携することで実現する素晴らしい会議体験に
加え、真のハイブリッドサービスを提供できることや、信頼性
とセキュリティの高さ、そしてコグニティブ コラボレーション
といった次世代の機能を提供できることにあります。Webex
がお客様に選ばれてきた理由もそこにあります。

https://gblogs.cisco.com/jp/2019/10/cisco-webex-twelve-time-consecutive-leader-in-2019-gartner-magic-

quadrant-for-meeting-solutions/

Gartner Magic Quadrant 2019
のミーティングソリューション
部門において、Cisco Webexが
12年連続でリーダーに選出

マーケットリーダー Cisco Webex

2019 Magic Quadrant for Meeting Solutionsより抜粋

https://gblogs.cisco.com/jp/2019/10/cisco-webex-twelve-time-consecutive-leader-in-2019-gartner-magic-quadrant-for-meeting-solutions/


組織・会社・国を超えたコラボレーション



市場と共に変わる会議ソリューションの要件

市場のトレンド 企業の関心 会議ソリューションの要件

高品質、低価格
移動、出張など

コスト削減

✓ 会議室と会議室を高音質・画質で接続を

できるテレビ会議

✓ 自席からPCやスマホで接続をできるWeb会議

斬新さ、カスタマイズ、

専門性

ビジネスのスピードUP、

迅速な意思決定

✓ 社内・社外、デバイスを問わずいつでも・どこで

も高品質の会議を開催できる

✓ 誰でも簡単に使える

✓ 対面以上の臨場感

感動、エンゲージメント
組織の壁を越えた

コラボレーションによる

イノベーションの創出

✓ AIと連携をした自動翻訳、議事録作成

✓ 会議の相手の情報を簡単に知ることができる

✓ 様々なコミュニケーションツールとの相互連携

✓ ボイスコントロール



ビジネスのスピードをあげる

１日のうち会議に関わることに

費やしている時間

✓人や会議室の調整

✓入館申請、登録

✓備品の準備、予約

✓配布資料の印刷、準備

✓テレビ・Web会議などの接続、操作

✓関係のない会議でも一応招集



働き方改革に取り組む ある会社の物語（その１）

働き方改革が急務、そのためにある会議ソリューションを導入。
これで解決するかに見えたが、その時何がオフィスで起こっているのか？



遠隔会議を始めるまでにかかる時間平均10分

機材を都度予約

しないといけない

会議のたびに機材の

セットアップが必要

ITに詳しくない人にとっては

セットアップが難しい

会議室によって使うツールや

使い勝手が違うので覚えられない



部品・パーツが多いと利用者は困惑、運用管理も大変

✓ 利用者は1分で会議を開始できますか？

✓ トラブルが起きたときの切り分けはできますか？

✓ 全ての機器のバージョンアップ作業は誰がやりますか？

✓ 11個のソフトウェアの脆弱性対策は大丈夫ですか？



自動ウェイクアップ

シンプルな配線

常時設置



Room 55 Room 70S G2 Room 70D G2DX80 Room 55D

Webex Share

共同作業

クリエーション

高品質な

コミュニケーション

コンテンツ共有

Webex Board 70Webex Board 55

小会議室 中会議室 大会議室

AIチップを搭載、スタイリッシュで使いやすい専用端末

Cisco Room Kit Plus Cisco Room Kit ProCisco Room Kit Cisco Room Kit Plus PTZ

Webex Board 85



利用者にテクノロジーを意識させない



Audio distance: 1.90  Quality: 0.58  Far end: 0 F: 0.0% T: 86.4% U: 0.0% N: 0.0% S: 235 People count: 6
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API・マクロによるカスタマイズ

ヘルプボタンなどを自由に追加 複数のカメラ映像を合成して相手に配信

プロジェクターやAVシステムを操作



働き方改革に取り組む ある会社の物語（その2）

少しずつ会議ツールの利用に慣れてきた様子。このまま利用が進むのか？



シーン2 ツール同士が繋がらない

ビデオ会議、Web会議、音声会議が

バラバラに導入され、選択が困難

ビデオ会議やWeb会議は

「難しい」と敬遠される

結局簡単に音声だけつなぐので

複数人の意思疎通が困難

ビデオ会議

電話・電話会議

Web会議



音声会議 ビデオ会議ウェブ会議

同じ会議ツールでも、分断されたテクノロジー

チーム・会議の生産性
ユーザの

適応のしやすさ



ウェブ会議 ビデオ会議 音声会議Cisco Webex



会議番号（9桁）を入力するだけで会議に参加ができる

１．会議の招待状を作り、参加者に送る

①Webexサイトにログインをする
Webex URL : xxx.webex.com

2．ミーティング番号＜300 946 598＞を使って会議を開始・参加をする

Windows

アプリ
スマホ

アプリ

テレビ

会議端末



オフィスの社員がビデオ会議端末から 移動中の社員がWebex アプリから

ビジネスパートナーが他社アプリから 自宅で働く社員がブラウザから



シーン3 ユーザに使い方が浸透していない

IT部門は「導入」をゴールと考え

「定着化」を手薄にしがち

ユーザは一度上手くいかないと

以後使わなくなってしまう

漠然とユーザのITリテラシーを

言い訳にして諦めてしまう



https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex-club.html

みんなでよりよい活用方法を共有



社内のサイネージの写真





運用の工数を大幅削減、ROIを可視化

✓ ユーザ管理

✓ 会議・電話・チャット管理設定

✓ 端末管理

✓ 利用状況

✓ 他社クラウドサービスとの連携

✓ トラブルシューティング

✓ バージョン管理



令和時代の会議ソリューション

市場のトレンド 企業の関心 会議ソリューションの要件

高品質、低価格
移動、出張など

コスト削減

✓ 会議室と会議室を高音質・画質で接続を

できるテレビ会議

✓ 自席からPCやスマホで接続をできるWeb会議

斬新さ、カスタマイズ、

専門性

ビジネスのスピードUP、

迅速な意思決定

✓ 社内・社外、デバイスを問わずいつでも・どこで

も高品質の会議を開催できる

✓ 誰でも簡単に使える

✓ 対面以上の臨場感

感動、エンゲージメント
組織の壁を越えた

コラボレーションによる

イノベーションの創出

✓ AIと連携をした自動翻訳、議事録作成

✓ 会議の相手の情報を簡単に知ることができる

✓ 様々なコミュニケーションツールとの相互連携

✓ ボイスコントロール



Webex People Insights

組織の中では社内ディレクト

リ(AD) の情報を表示

Webex がパブリックなソースを利

用してプロフィールを自動生成

自分の情報は自分で– プロフィー

ルの編集、非表示を設定

会議参加者と会社を知る



People Insights のもたらす効果

Joe Smith（よくある名前）

の適切な情報を提供

会議中にリラックスできる

話題を提供

会議の参加度や

進行・会話の密度が向上

個別の質問にコンテキストを

加えて回答

アプリ統合により会議中や

ワークフローの中で閲覧可能

アプリの中で検索 & 

プロフィール閲覧



Webex Meetings 議事録作成を手助け
トランスクリプト（音声からの文字起こし）

音声文字起こしと
検索が可能に

次のステップ: ライブ（リアルタイム）

での文字起こし。より効率的なツール

や他アプリとの連携など
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全ての会話を「まとめる」

ヴァーチャルなアシスタントが、

ビジネスの会議シーンで、お手伝い

・議事録作成

・会議の設定

・自動翻訳 などなど

AIやML分野をさらに強化（Voicea買収）
2019/08/07
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シンプルなユーザ体験＝“できる・使える”



みんなの時間を合わせなくても会議ができる

Webex Teams の活用例

✓ 部門、プロジェクトメンバー、社外など様々な

メンバーとの日々の情報共有、相談など

✓ 上司、同僚との 1on1 の連絡、相談

✓ 全社員向けの一斉のアナウンス、災害時の

緊急連絡など

日々の情報共有はチャットを活用、会議は重要な

意思決定やディスカッションが必要な場合に開催



全てのご要件に対応

市場のトレンド 企業の関心 会議ソリューションの要件

高品質、低価格
移動、出張など

コスト削減

✓ 会議室と会議室を高音質・画質で接続を

できるテレビ会議

✓ 自席からPCやスマホで接続をできるWeb会議

斬新さ、カスタマイズ、

専門性

ビジネスのスピードUP、

迅速な意思決定

✓ 社内・社外、デバイスを問わずいつでも・どこで

も高品質の会議を開催できる

✓ 誰でも簡単に使える

✓ 対面以上の臨場感

感動、エンゲージメント
組織の壁を越えた

コラボレーションによる

イノベーションの創出

✓ AIと連携をした自動翻訳、議事録作成

✓ 会議の相手の情報を簡単に知ることができる

✓ 様々なコミュニケーションツールとの相互連携

✓ ボイスコントロール



Webex ユーザコミュニティ

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex-club.html



組織・会社・国を超えたコラボレーション
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