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COVID-19を機に働き方改革とデジタル化が加速

Dimensional Research 社
『ハイブリッドワークプレイスの台頭』 2020 年 10 月

会議へのリモート参加が当たり前に

COVID-19 発生前

「オフィス全員出社」を希望する
従業員はごくわずか

ついに日本でも
デジタル変革が始まる

パンデミック鎮静化後もオフィスで
毎日勤務することを期待する従業員

デジタル庁を新設し、国を挙げて
デジタル化を推進

Dimensional Research 社
『ハイブリッドワークプレイスの台頭』 2020 年 10 月

COVID-19発生後

少なくとも一人リモート参加者がいる
会議の割合

9%



オフィス

オンライン
国際会議

移動中の
業務

オンライン
学習

オンライン
診療

在宅勤務

「どこに行くか」ではなく「何をするか」

働き方や生活、消費行動のデジタル化/オンライン化が進み、
場所ではなく、業務内容やサービスの質が重要視される時代に
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オフィス勤務 在宅勤務 リモートワーク

= =

Future of Work =
「オフィス勤務の代替手段としての在宅勤務」ではビジネスの成長は困難

どこで働いても生産性と質の高い業務ができる、ハイブリッドな働き方が今求められている



オンライン会議で
頻繁にトラブルに
直面している

オンライン会議に
スムーズに入れない
ことにいら立ちを
感じている

会議参加や画面共有、
雑音などによって、
オンライン会議の
開始がいつも遅れる

一方で、オンラインの
コミュニケーションには不満も

Source: Dimensional Research 



切れ目のない流れるようなコミュニケーション
こそ効果的なハイブリッドワークに必要不可欠

会議やそのトピック、
会議資料を整理する

いつでもどこでも共同
作業と意思決定をする

資料のリンクや必要な
情報をシェアする

瞬時に必要な人を
見つけて巻き込む

会話をし、発見や
アイデアを生み出す

必要なものを理解し
すぐに見つける
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Generally available December 8, 2020

Webex アプリ

• ミーティング、コーリング、
メッセージングを一つの
アプリに集約

• 切れ目のない流れるような
コミュニケーションを実現

• Webex Meetings

• Webex Messaging

• Webex Calling



Calling (通話) Meeting (会議) Messaging (メッセージ)

Webex アプリ
通話も会議もメッセージもまとめてできるセキュアな環境

高品質な音声・映像による
ビジネスレベルの通話

AIを駆使した様々な機能で
リアル以上を実現する
ビデオ会議

テキストやファイルを共有
しながらチームワークができる
常時接続された環境



© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Webex Meetings | 最新の機能を搭載したオンライン会議プラットフォーム

AIによる革新的機能 サードパーティ連携

プライバシー保護

直感的な操作性

業界一のセキュリ
ティ

最大1000名参加



メッセージング機能

• チームで継続的な
コミュニケーション

• 画像、動画、資料を共有

• デバイスを問わず利用できる

• ハイライト機能や通知機能

• Botを使って仕事を自動化

セキュアな仮想空間で
継続的な共同作業を実現

チームやプロジェクト単位で「スペース」を作成

テキストや資料を投稿

リアクションや既読で
一体感と生産性を向上

Webex Messaging |



Webex Calling | クラウドPBXで電話にまつわる業務と運用を柔軟に

公衆電話網
(PSTN)

アプリや
電話機を

クラウドに
つなぐだけ！

Webex Callingは、PBXやサーバーなどの設備を宅内に用意する
ことなく電話機能を利用できるクラウドサービスです。スマホや
PC、固定電話をセキュアなクラウド環境につなぐだけで、
高品質な固定電話番号(0ABJ番号)をご利用いただけます。

クラウド電話サービス Webex Calling

Webex クラウド
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Webex アプリへの自動アップデート

Webex デスクトップアプリを Webex Meetings の会議でお使いのお客様は、指定月に
Webex アプリへの自動アップデートが行われます。

Webex デスクトップアプリ
(Webex Meetings用)

Webex アプリ
(Webex Meetings/Calling/Messaging)

自動
アップデート



Webex アプリへの自動アップデート

2021年11月 2022年1月
(1月14日予定)

2022年2月
(2月11日予定)

2022年3月
(3月4日予定)

2022年4月
(4月1日予定)

Webex デスクトップアプリを Webex Meetings の会議でお使いのお客様は、指定月に
Webex アプリへの自動アップデートが行われます。

• アップデート予定月はControl Hub から確認が可能
• アップデート月は5月までの期間内であれば変更可能
• Video Meshなどの特別な構成のお客様は対象から除外
• 自動アップデート月を待たずに、事前に手動や管理ツール等

を利用したWebex アプリへのアップデートも可能

一部の米国
企業のお客様 その他すべてのお客様

2022年5月
(5月6日予定)



Webex デスクトップアプリからWebex アプリへの
アップデートの流れ

管理者が
通知を
受け取る

連絡 準備 アップデート管理

管理者は
Control Hub に
アクセスして

アップデート月を
確認する

管理者またはユーザは
Webex アプリへの

アップデートを実行する
（自動/手動/一括）

管理者は
前提条件の確認、
準備、ユーザへの
通知を実施する



IT管理者の皆様へのお願い (必須アクション)

アップデートに関する
情報を確認する
(本資料やヘルプセンター)

Webex アプリのネット
ワーク要件、システム
要件を確認する

Webex アプリへ
アップデートする
(自動/手動/一括)

通知を確認し、必要に
応じてアップデート月
を変更する

スムーズにアップデートするために、必ずご確認ください。

1 2

3 4



IT 管理者への通知とアップデート月の変更

IT 管理者に、電子メールでアップデートが
通知されます。必要に応じてアップデート
のタイミングをご調整ください。

事前に選択されているデフォルトの月から、
期限内のいずれかの月に変更できます。

(更新予定日の7日前までに調整が必要)

通知メール



Webex アプリを利用する上でのシステム要件

Webex アプリ (原文)
https://help.webex.com/en-us/fz1e4b/System-
Requirements-for-Cisco-Webex-Services

Webex アプリ全体 (参考和訳)
https://help.webex.com/ja-jp/fz1e4b/System-
Requirements-for-Cisco-Webex-Services

• OSやPCのスペックが
要件に適合しているか

Webex アプリの
システム要件を確認

https://help.webex.com/en-us/fz1e4b/System-Requirements-for-Cisco-Webex-Services
https://help.webex.com/ja-jp/fz1e4b/System-Requirements-for-Cisco-Webex-Services


Webex アプリを利用する上でのネットワーク要件

Webex アプリ全体 (原文)
https://help.webex.com/en-us/WBX000028782/Network-
Requirements-for-Webex-Services

Webex アプリ全体 (参考和訳)
https://help.webex.com/ja-jp/WBX000028782/Network-
Requirements-for-Webex-Services

Webex Calling (原文, 必要な場合のみ)
https://help.webex.com/en-us/b2exve/Port-Reference-
Information-for-Cisco-Webex-Calling

Webex Calling (参考和訳, 必要な場合のみ)
https://help.webex.com/ja-jp/b2exve/Port-Reference-Information-
for-Cisco-Webex-Calling

• ファイアウォールで
必要なポートが空いているか

• 必要なドメイン/IPアドレスが
ファイアウォールやプロキシの
許可リストに含まれているか

ネットワーク上でセキュリティ
の設定をされている組織は
以下を確認

https://help.webex.com/en-us/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Services
https://help.webex.com/ja-jp/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Services
https://help.webex.com/en-us/b2exve/Port-Reference-Information-for-Cisco-Webex-Calling
https://help.webex.com/ja-jp/b2exve/Port-Reference-Information-for-Cisco-Webex-Calling


ライセンスの適用状況に応じて
利用可能な機能が表示されます。

Webex デスクトップアプリは自動削除
されます。 (端末の環境によって削除
が許容されない場合もあります)

初回起動時は案内や設定ガイドが表示されます
特定のサイトのアップデートが開始すると、

ユーザが Webex デスクトップアプリを開いたときに
[今すぐ更新 (Update Now)] ボタンが表示されます。

Webex アプリのアップデート作業 -自動の場合

自動アップデートの場合は
ユーザ自身で「更新」ボタンをクリックするだけ



Webex アプリのインストールと
自動アップグレード (参考和訳)
https://help.webex.com/ja-JP/article/nw5p67g

Webex アプリのインストールと
自動アップグレード (原文)
https://help.webex.com/en-US/article/nw5p67g/

• インストーラーをダウンロード
• Webex アプリをインストール
• Webexデスクトップアプリを削除

インストール権限：
ユーザでも端末管理者でも
インストール可能が可能です。

Webex アプリのアップデート作業 -手動の場合

手動アップデートの場合はユーザ
ご自身でインストーラをご準備ください

インストーラーを起動し、
ウィザードを利用してインストール

ログインして利用開始

https://help.webex.com/ja-JP/article/nw5p67g
https://help.webex.com/en-US/article/nw5p67g/


Webex アプリのアップデート作業 -一括の場合

• ヘルプセンターから Webex アプリのMSI インストーラをダウンロードします。
https://help.webex.com/en-US/article/nw5p67g/Webex-%7C-Installation-and-Automatic-Upgrade

• デスクトップ管理ツール(SCCM など) を利用して一括で端末へのインストールを実行します。

• Webex デスクトッアプリは自動削除されないため、削除する必要があります。

IT管理者が一括でWebexアプリへアップデートする場合は、以下の3つの作業を実施してください。

https://help.webex.com/en-US/article/nw5p67g/Webex-%7C-Installation-and-Automatic-Upgrade


• ミーティング、メッセージング、
通話などの機能が追加されます
(管理者設定により機能を無効にすることが可能なものがあります: 後述)

• インターフェイスやロゴが変更されます

アップデートにおける主な影響

※ 2021年10月現在、Meetingsのフル機能が提供されているのはデスクトップ版
Webex アプリのみであり､モバイル版 Webex アプリには今後実装予定です。



IT管理者の皆様へのお願い (推奨アクション)

推奨されるアクション

ドメインの検証とクレーム：ユーザのクレーム、
ライセンステンプレートの割り当てなど、組織
管理に利用する
ユーザプロビジョニングプロセス、グループ管
理、SSO などの認証方式を最適化する

ユーザ向けに Webex アプリのエクスペリエンス
をカスタマイズする。メッセージ、コーリング
の利用に関する設定を行い、Webex アプリのラ
ンディングページを選択する

組織のデータ保持およびコンプライアンスポリ
シーに合わせて設定する

Webex を社内のカレンダーと統合する。会議の
スケジュールをカレンダーから設定し、会議に
参加できるようにする。

こちらのアクションは必須ではありませんが、Webex サービスのユーザエクスペリエンスと管理エクス
ペリエンスの向上に繋がります

1

2

3

4

5
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Webex アプリ左側メニューパネルの概要

メッセージ:
個人やグループでチャット

プロフィールアイコン:
各種設定画面へ

連絡先:
お気に入りの連絡先の管理

通話:
発信、着信、履歴の閲覧

ボイスメール:
音声メッセージの確認

チーム:
メッセージのスペースをグルーピング

ミーティング:
会議のスケジュールや参加

Webex アプリ左側のボタンからそれぞれの機能にアクセスします。

ショートカットボタン
• 他アプリ連携
• ヘルプセンターのリンク
• など



ミーティングの主催・参加方法

ミーティング
パネルに遷移

用途に応じて３つのボタンを使い分け
1. パーソナル会議の開始
2. 参加者としてミーティングに参加
3. ミーティングをスケジュール

ミーティングを開催する場合は、Webex アプリ左側のボタンからミーティングパネルを開きます。



1. パーソナル会議室でミーティングを開始する

ミーティングURLが固定の「パーソナル会議室」を使って、ミーティングを開始します。

会議をスタート

1. ミーティングを開始ボタンから
パーソナル会議室を立ち上げます

2. ミーティングURLを参加者に共有し、
参加してもらいます

ミーティングの主催・参加方法

①②



2.参加者としてミーティングに参加する
ミーティングの主催・参加方法

下記のいずれかを入力して、
参加する会議を特定します。
• 同僚の名前
• ミーティング番号
• ミーティングURL

参加者として、他の主催者が開催するミーティングに参加することができます。



3.ミーティングをスケジュールする
必要な情報を入力し、ミーティングの
スケジュールをおこないます。
• トピック
• 日時
• ミーティングのリンク
• パスワード
• 説明
• 高度な設定

• 音声オプション（参加時ミュート等）
• スケジュールのオプション（ブレイクアウト等）

• 招待ユーザ
参加をして欲しい同僚の名前、またはメールアド
レス(外部の人も可)を入力します

最後に「スケジュール」ボタンを押して、
スケジュール完了です。
参加者に会議招待メールが送信されます。

ミーティングの主催・参加方法



メッセージングタブからミーティングへ参加

参加予定の会議の開始5分前になると、スペースリスト
の上部に参加ボタンが表示されます。緑のボタンから会
議に参加することが可能です。

数字のアイコンは、現在参加中の人数を表しています。

自組織のWebex サイトで参加者として指定されている、
またはカレンダー連携をしている場合に表示されます。

ミーティングの主催・参加方法 (番外編)

Webex | スペースリストからミーティングに参加する
https://help.webex.com/ja-JP/article/nq25ei2/

https://help.webex.com/ja-JP/article/nq25ei2/


メッセージングの使い方
1対1、スペースの作成

メッセージのやり取りを始める
ために、まずはアプリの上部
「＋」アイコンから、1対1また
はグループのスペースを作成し
ます



メッセージを書き、投稿する
ことでメッセージのやりとり
が可能です。

メッセージ入力欄にある複数
のアイコンを利用して、絵文
字、特定の人へのメンション、
パーソナル会議室のURLを貼
付、マークダウン、便利な機
能が利用できます。

メッセージングの使い方
1対1、スペースでメッセージを送る

メッセージ入力欄



ポストしたメッセージの編集、
絵文字での反応、
スレッド開始やコメントの引用
等その他さまざまな機能が利用
可能です。

返信スレッド出現

メッセージングの使い方
1対1、スペースでメッセージの編集や返信、リアクション



【メニュータブ】
・“ユーザ”タブでスペースに参加している
ユーザの確認が可能。

・"コンテンツ"タブで過去に投稿されたファ
イルやリンクを確認。

・“スケジュール”では、スペース内でミー
ティングスケジュールの実施、またはスケ
ジュールされた会議が確認できます。

・"＋アプリ"では、スペースメンバーで共有
したいリンク等を追加することができます。

メッセージングの使い方
スペースの上部タブの操作とカスタマイズ



通話の使い方

メイン画面左タブ
の受話器マークを
クリック

テンキーを使って
宛先番号を入力する
ことも可能

宛先の番号またはURIを
入力

音声のみの通話か音声及びビデオの通話かを
選択して、発信します

通話タブから、音声/ビデオ通話の発信や、発着信履歴の確認が可能です。



WebexデスクトップアプリとWebex アプリの違い
–スケジュール
Webex デスクトップアプリでミーティングをスケジュールする場合、サイトに遷移し、ミーティングの設
定を行っていましたが、Webex アプリはアプリケーション内でミーティングのスケジュールが可能です。

Webex Webサイトを立ち
上げて設定

Webex デスクトップアプリの場合 Webex アプリの場合



WebexデスクトップアプリとWebex アプリの違い
–プレゼンス

プロフィールアイコンでプレゼンスを設定が可能です。
また、自組織の他ユーザからプレゼンスが確認可能です。

さらにより詳細なステータス共有のため、コメントを利用
することが可能です。

…その他自由に
編集できます。

アクティブ

ミーティング中

応答不可

プレゼンテーション中

通話中

不在

カレンダーミーティング中



05
参考資料

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public.



Webex アプリへのアップデートに関して、
テクニカルサポートによくお問い合わせ
される内容を、FAQとしてまとめています。

ご不明点は、まずははこちらをご確認ください。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4462232

よくある質問(FAQ)

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public.

対象: 管理者/エンドユーザ

https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4462232


Cisco Blog –Webex アプリへのアップデート

• Webex アプリへの
アップデートに関して
ブログ記事で紹介

• https://gblogs.cisco.com/jp/2021/11/achieve-

seamless-communication-update-to-webex-app/

対象: 管理者

https://gblogs.cisco.com/jp/2021/11/achieve-seamless-communication-update-to-webex-app/


• 自分でメインで利用する機能をWebex アプリ
起動時に表示するかを利用することが可能。

• Control Hub から組織全体のデフォルトも設定可

Webex アプリ
ログイン時のデフォルト
表示の変更(各ユーザ)

メッセージ

コンタクト

コーリング

会議

対象: エンドユーザ

Webex アプリのデフォルトのランディング画面を設定する（参考和訳）
https://help.webex.com/ja-JP/article/n4xz8e4/
Webex アプリのデフォルトのランディング画面を設定する（原文）
https://help.webex.com/en-US/article/n4xz8e4/

https://help.webex.com/ja-JP/article/n4xz8e4/
https://help.webex.com/en-US/article/n4xz8e4/


Webex アプリログイン時のデフォルト表示の変更
(管理者一括変更)

• Webex アプリ起動時に表示す
る画面を組織全体に適用

• ユーザが個別に設定を許可す
る、しないを選択可能

対象: 管理者

メッセージ

コンタクト

コーリング

会議 Webex アプリのデフォルトのランディング画面を設定する（参考和訳）
https://help.webex.com/ja-JP/article/n4xz8e4/
Webex アプリのデフォルトのランディング画面を設定する（原文）
https://help.webex.com/en-US/article/n4xz8e4/

https://help.webex.com/ja-JP/article/n4xz8e4/
https://help.webex.com/en-US/article/n4xz8e4/


• Webex Meetings 用のライセンス購入時
に含まれるコラボレーションライセン
スの利用をControl Hub から選択可能に

• 管理者が柔軟に機能をWebex アプリに
対して割り当てが可能

Control Hub から
ベーシック機能を
Disableにする

対象: 管理者

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public.

Turn Off Messaging or Calling for Webex App Users（原文）
https://help.webex.com/en-US/article/n0pxtb8/

https://help.webex.com/en-US/article/n0pxtb8/


Webexベーシック通話
(インターネット通話)

追加費用なしで Webex アプリユーザとの
通話機能が利用できます。

発信方法:
• コンタクト先一覧から
• 1:1 のメッセージのやりとり履歴から
• 特定SIP URLへの発信も
• 電話番号の利用は不可

※公衆網(PSTN)接続や PBX機能が必要な場合は、
Webex Calling の有償ライセンスが必要です。

対象: エンドユーザ



Webex アプリのソフトウェアリリース管理

• 組織内ユーザのWebex アプリの
アップデート頻度を設定が可能
です。

• 月次または四半期ごとのいずれ
かを選択が可能です。

• 重要なパッチの適用は、この設
定で制御することができません
ので、ご注意ください。

対象: 管理者

Webex の製品アップデートコントロール（参考和訳）
https://help.webex.com/ja-JP/article/wlgw73/
Webex の製品アップデートコントロール（原文）
https://help.webex.com/en-US/article/wlgw73

https://help.webex.com/ja-JP/article/wlgw73/
https://help.webex.com/en-US/article/wlgw73


メッセージングのファイル共有を制御する

Webex アプリ上のメッセージングの
利用において、ファイル共有方法の
制御が可能です。

• ファイルのプレビューやダウン
ロード、アップロードなどのブ
ロック

• ファイルサイズの制限

対象: 管理者

ユーザーのファイルの共有を防ぐ（参考和訳）
https://help.webex.com/ja-JP/article/pesuw/
ユーザーのファイルの共有を防ぐ（原文）
https://help.webex.com/en-US/article/pesuw/

https://help.webex.com/ja-JP/article/pesuw/



