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概要

このドキュメントでは、Meeting Center と WebEx Meetings の基本的な違いについて説明します
。

Meeting Center と WebEx Meetings の違い

Meeting Center のミーティング URL： <company name>.WebEx.com（例：cisco.webex.com）

Cisco WebEx Meetings のミーティング URL： meetings.webex.com（基本アカウント用）



ミーティングおよび Web アプリケーション（ページ側）

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

アドバンスト スケジューラの [Send copy of invitation email to me] フラグ  Yes なし ホストと招待者がコンテキストに即した招待を受け取るため、必要ありません。
アドバンスト スケジューラ： [Delete my meetings when completed] Yes なし ミーティングの再開には別のロジックが使用されます。
アドバンスト スケジューラ： スケジューラからタイムゾーンを変更する機能 Yes ロードマップ
アドバンスト スケジューラ： ミーティング タイムゾーンの計画  Yes なし
アドバンスト スケジューラ： 出席者が開始時刻の前に参加できる、 最初の出席者がプレゼ
ンターになる、 出席者が音声に参加 Yes Yes すべての設定がサイト管理者に移動され、デフォルトで有効になります。

アドバンスト スケジューラ： 電子メール リマインダ Yes Yes ユーザーのミーティング設定に移動しました。
アドバンスト スケジューラ： 毎年の繰り返し Yes なし
アドバンスト スケジューラ： 無料通話番号またはグローバル コールイン番号を非表示にす
る機能 Yes ロードマップ

アドバンスト スケジューラ： 参加退出トーン Yes Yes ミーティング設定に移動しました。
アドバンスト スケジューラ： 出席者に、ミーティングに参加する前にリッチ メディア プレ
ーヤーを確認するよう要求 Yes なし

アドバンスト スケジューラ： 出席者に、ミーティングに参加するためのアカウントを Web
サイトで取得するよう要求 Yes ロードマップ

アドバンスト スケジューラ： 登録 Yes ロードマップ
アドバンスト スケジューラ： 情報タブ テンプレート Yes なし
アドバンスト スケジューラ： 参加者がミーティングに参加したら自動的にプレゼンテーシ
ョンまたはドキュメントを共有 Yes なし

アドバンスト スケジューラ： ミーティング オプション（チャット、ビデオ、メモなど） Yes なし
アドバンスト スケジューラ： 出席者の権限 Yes なし
スケジューラ： ミーティングの録画フラグ なし Yes
スケジューラ： ミーティングにファイルを添付 なし Yes
スケジューラ： 別の場所を指定 なし Yes
ミーティング テンプレート Yes なし

ワンクリック ミーティング Yes Yes
Cisco WebEx Meetings では、ユーザはミーティングを開始する前に、議題、招待者リスト、ミーティング パスワードを変更でき
ます。

パブリック ミーティング カレンダー Yes なし
パーソナル ミーティング ルーム（PMR） Yes なし 仮想ミーティング ルーム（VMR）/PMR コンセプトの形式でサポートされます。
繰り返し実施されるミーティングの例外サポート なし Yes
Access Anywhere Yes なし End-Of-Life（EOL）を決定しました。
カスタム セッション タイプ Yes なし 拡張ポリシーで処理されます。
デフォルト セッション タイプ Yes なし



カスタム ウェルカム ページ Yes なし 新しい Cisco WebEx Meetings ダッシュボードが用意されています。
マイ WebEx Yes なし
ダッシュボード なし Yes フィードとコメントのソーシャル機能があります。
統合インスタント メッセージング（IM） なし Yes
統合型プレゼンス なし Yes
会議スペース なし Yes
File Yes Yes ファイル ライブラリ、バージョン管理、共有とアクセス許可、Webdoc、フォルダ、ファイル ロック。

連絡先 Yes Yes

Cisco WebEx Meetings には、社内ディレクトリ（特定のユーザ専用）、マイ WebEX 連絡先（実際には IM/Jabber 連絡先）、イ
ンポートされた連絡先（実際のインポート操作、またはミーティング/ファイル共有に招待されたときの電子メール アドレスのい
ずれかから追加された連絡先）が含まれています。

Meeting Center の連絡先スキーマは、WebEx Meetings よりもはるかに充実しています。 WebEx Meetings の連絡先スキーマには
、firstName、lastName、emailAddress しかありません。 Meeting Center の連絡先を WebEx Meetings の連絡先に移行すると、
データ損失が発生します。 ユーザは、WebEx Meetings に移行した後、ユーザ向けにエクスポートされたカンマ区切り値
（CSV）ファイルから引き続き連絡先情報にアクセスできます。 WebEx Meetings 1.5 の Common Contacts で提供されるスキー
マは、Meeting Center スキーマのあらゆるものをサポートできます。 Meeting Center ユーザは、Common Contacts と統合してか
ら W11 に移行すれば、連絡先データの損失を回避できます。

センター Yes Yes Cisco WebEx Meeting のセンターは、旧式のルック アンド フィールを備えており、古いコード ベースで動作します。
検索 Yes Yes Cisco WebEx Meetings には、ミーティング、ファイル、連絡先にまたがって使用できる非常に強力な検索機能があります。
インスタント検索 なし Yes
ユーザ予測検索 なし Yes
ビデオによる初めての体験 なし Yes
最近表示したファイル なし Yes
最近表示した連絡先 なし Yes
通知設定 なし Yes
プロファイル表示設定 なし Yes
ユーザ アバター なし Yes
Common Identity（CI） なし Yes CI 統合は 1.4 リリースの一部として完成します。
統合ミーティング リスト なし Yes
レポート Yes Yes Trains レポートを使用します。

トレーニング Yes なし WebEx University へのリンクはありません。 代わりに「使い方のビデオ」が用意されています。 また、必要な場合は、ヘルプ セ
クションにリンクを追加してカスタマイズできます。

クライアントの参加の確認（ホスト、出席者） Yes なし
リッチ テキスト/HTML 電子メール なし Yes

代理ホスト Yes Yes

お使いのアカウントが Cisco WebEx Meetings Free、Free Trial、または Premium アカウントの場合、代理ホストを割り当てるこ
とはできません。

お使いのアカウントが Cisco WebEx Meetings Enterprise アカウントで、サイトの Cisco WebEx Meetings ホスト アカウントを持
つ同僚がいる場合は、代理ホストを割り当てることができます。

代理スケジュール Yes Yes

お使いのアカウントが Cisco WebEx Meetings Free、Free Trial、または Premium アカウントの場合、代理ホストを割り当てるこ
とはできません。

お使いのアカウントが Cisco WebEx Meetings Enterprise アカウントで、サイトの Cisco WebEx Meetings ホスト アカウントを持
つ同僚がいる場合は、代理ホストを割り当てることができます。

ミーティング クライアント

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

ミーティング スペースの統合 なし Yes
ミーティング クライアントで共有されるファイル
はミーティング スペースに自動的にアップロード
されます。 ホストはこのオプションを制御できま



す。

アバター なし Yes
ユーザ アバターはミーティング中に表示されます
。

Web コンテンツの共有 Yes なし
リモート コンピュータの共有 Yes なし
議事録の送信 Yes なし
キャプション パネルを閉じる Yes なし
[Notes] パネル Yes なし
カスタマイズ可能なクイック スタート Yes なし
ユーザを招待するときの連絡先および先行入力へのアクセス なし Yes
自動録画ミーティングの設定 なし Yes
ローカル録画/.wrf Yes なし

録画/ネットワーク ベースの録画（NBR）

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

標準形式 Yes ロードマップ
1.4 リリースで Meetings に統合されます。
WebEx 対応テレプレゼンス（WeTP）向け Meeting
Center でのみサポートされます。

録画の詳細ページでの録画の編集
録画のリードインおよびリードアウトの切り捨て
録画のタイトルと説明の編集
録画で表示されるパネルの編集

Yes なし

ローカル録画 Yes Yes Enterprise のみ。
他の電話会議音声の録音 Yes Yes 無料ユーザは利用できません。

別のユーザへの録画の再割り当て Yes なし WebEx Meetings に追加される非常に多くの機能の 1
つです。

目次 Yes Yes
新しい標準形式 NBR には完全な目次がありません。
ただし、サムネイル セクションに画面共有の時間が
組み込まれています。

録画の無効化 Yes なし
録画にアクセスするためのパスワードの設定 Yes なし
ストリーミング リンク、
ダウンロード リンク、
電子メールによる共有リンクの送信

Yes Yes

クロス プラットフォーム

機能/モジュール ミーティング センター WebEx Meetings

 オペレーティング システム/ブ
ラウザ/システム要件

次のリンクを参照してください。 「システム要件と機能サ
ポート」。「オペレーティング システムとブラウザのサポ
ート」の表を参照してください。

次のリンクを参照してください。 「
システム要件リリース ノート」。「
クロス プラットフォーム サポート」
の表を参照してください。

生産性ツール

機能/モジュール ミーティング センター WebEx Meetings CWMS
Mac PT なし Yes なし
Lotus Notes
Integration Lotus Notes 8.5.3 でサポートされている ロードマップ ロードマップ

/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm


Windows OS プラットフォーム： Win7/Win
Vista/XP

TP 統合 Yes ロードマップ なし

SOBO Yes
Win PT - あり
Mac PT - 未サポート

WebEx オーディオのみサポートされます。 PCN（パーソナル
会議番号）オーディオはサポートされません

代理ホスト Yes Yes Yes
単一のオカレンス なし Yes Yes
カレンダー ビュー なし Yes なし
自動録画のサポート なし Yes なし

Outlook のサポート

次のリンクを参照してください。 「Cisco
WebEx Meetings の生産性向上ツールと統合
されるプログラム」。「Outlook 統合マトリ
ックス - Cisco WebEx Meetings 1.3」の表を
参照してください。

次のリンクを参照してください。 「生
産性向上ツールと連携するプログラム」
。「Windows 向け Outlook 統合」の表
を参照してください。

CWMS（Cisco WebEx Meeting Server）
サポート： Outlook 2007/Exchange 2007、Outlook 2010（32
ビット）/Exchange 2007、Outlook 2010（32 ビット
）/Exchange 2010、Outlook（64 ビット）/Exchange 2007、
Outlook（64 ビット）/Exchange 2010
未サポート： Outlook 2013/Exchange 2010（CMWS 2.0 以降
）、Outlook 2010/Exchange 365 Hosted（CMWS 2.0 以降
）、Outlook 2013/Exchange 2013（CMWS 2.0 以降）、
Outlook 2013/Exchange 365 Hosted（CMWS 2.0 以降）、

ローカリゼーション

機能/モジュール ミーティング センター WebEx Meetings
ロシア語 なし Yes
スウェーデン語 Yes ロードマップ

オーディオ

機能/モジュール ミーティング
センター WebEx Meetings 注意事項

カバレッジ {フル フット
プリント}

違いがない HT
違いがある オファー LT： 米国お
よびカナダ向けオファー、
Euro10

パーソナル会議 yes HT のみ
内部（オンネット）コールバック yes <確認中>

VoIP のみのサポート yes yes セッション タイプ/権限管理が若
干異なります

コールバック yes yes オファーによって異なります

電話による招待 yes HT のみ （詐欺防止のため LT から削除さ
れました）

ハイブリッド音声 yes yes {同じミーティングでの VoIP およ
びテレフォニー}

TSP 統合オーディオ yes yes
TSP ハイブリッド オーディオ yes yes （TSP 提供の VoIP）
ミーティング プレイス統合型オーディ
オ yes <確認中>

CCA（クラウド接続型オーディオ） yes yes
オーディオによる指示の言語 同じ 同じ <リスト>
ダイヤルイン yes yes
ミュート/参加退出/強制退出/アクティブ
スピーカー 同じ 同じ

https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088


携帯

機能/モジュール ミーティング センター WebEx Meetings 注意事項
iOS - シングル サインオン Yes なし ロードマップ
Training Center - iOS Yes なし ロードマップ
Training Center - Android Yes なし ロードマップ
iOS - ミーティングのハンドオフ Yes なし 現時点では予定なし

IM

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

IM なし Yes
WebEx Meetings のプリ ミーティングおよびポスト ミーティング
ページに組み込みの IM クライアントが用意されています。

管理/エンタープライズ機能

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

Admin の設定可能ブランディング なし Yes 解決策チケットを作成する代わりに管理ツールを使用して管理できます。
リッチ テキスト/HTML 電子メール なし Yes 一部の EC テンプレートを除く
ログイン時の PT 強制インストール Yes ロードマップ
ネットワークと ID に基づくポリシー なし Yes
シングルサインオン Yes Yes Enterprise Partial および iOS を近々サポートする予定です
ロックダウン Yes ロードマップ

複数 URL のサポート Yes ロードマップ 複数の URL に関するユース ケースをサポートするための適切なアプローチに
ついて引き続き検討中です

テレプレゼンス統合 （キラー） Yes ロードマップ

カスタム セッション タイプ Yes Yes
将来的にセッション タイプをサポートするか、ポリシーとして提供するかを
引き続き検討中です。

ASR ノードのサポート Yes なし Trains では EOL になります。
管理者監査ログ Yes Yes 管理者監査証跡レポート
ファイルのアップロードの制御（内部/外部） なし Yes
セッション タイムアウト制限 なし Yes
ユーザ プロファイルのアクセス許可 なし Yes
連絡先のアクセス許可 なし Yes
ミーティング プレイスの統合 Yes なし

API

機能/モジュール ミーティング
センター

WebEx
Meetings 注意事項

管理者とユーザ： ユーザ管理 API（検索 API を含む） Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4 - Common Identity System for Cross-Domain Identity
Management（SCIM）API

ミーティング管理 API Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4
ミーティングの招待 API Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4

管理者とユーザ： ユーザのミーティング設定 API Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings1.4（OneClick 設定、パーソナル会議番号PCN）、テレフォニー サービス プ
ロバイダー（TSP）オーディオ設定、その他の設定）

ミーティング アタッチメント API N/A なし 最新のデータ管理システム（DMS）ソリューションまたはその他の長期オプションに加えてファイル
サービスが必要です。

録画 API Yes Yes 最新のネイバー（NBR）Web サービス サーバ（WSS）が役立ちます。 REpresentational State



Transfer（REST）API に置き換える必要があります。
ソーシャル API N/A ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4 で暫定的にサポートします（スクラム チームが提供できる場合）。
admin: 履歴 API Yes なし 使用法に関するさらなる分析が必要で、将来のリリースのためにロードマップに組み込みます。

admin: 組織管理 API Yes ロードマップ
Cisco WebEx Meetings 1.4 で一部の API がサポートされる予定です 残りの API は、Common
Identity System Center Operations Manager（SCOM）API と Meetings Admin API の組み合わせに依
存します。

Training Center API Yes なし Cisco WebEx Meetings への Center の統合（ユーザを含む）は現在保留中です。 古い Center には古
い XML API を使用できます

Support Center API Yes なし Cisco WebEx Meetings への Center の統合（ユーザを含む）は現在保留中です。 古い Center には古
い XML API を使用できます。

Support Center 用 WebACD API Yes なし WebEx11 への Center の統合（ユーザを含む）は現在保留中です。 古い Center には古い XML API
を使用できます。

Event Center API Yes なし WebEx11 への Center の統合（ユーザを含む）は現在保留中です。 古い Center には古い XML API
を使用できます。

ユーザ ログイン フロー Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4 - CI/Oauth フロー
匿名ログイン フロー Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4 - CI/Oauth フロー

admin: B2B API コール フロー Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4 で基本的なサポートが導入される予定です。 パートナーの[Adminサポー
トはパートナーの[Adminロール/ゲートウェイによって異なります。

開発者アプリケーション キー管理 N/A ロードマップ Cisco WebEx Meetings （developer.cisco.com 経由）
admin: アクセス トークンの管理 N/A ロードマップ Cisco WebEx Meetings （Org Admin ツールを使用）
ユーザ： アクセス トークンの管理 N/A なし 未処理。どの UI を組み込むべきか検討中です（Meetings の設定 UI?）。
admin: カスタム セッション タイプ API Yes なし Org Admin でのカスタム セッション タイプのサポートは現在保留中です。

連絡先 API（検索 API を含む） N/A ロードマップ Cisco WebEx Meetings が Common Contacts と統合されたときに、Cisco WebEx Meetings 1.5 で暫
定的にサポートします。

ファイル API N/A なし 共通ファイル サービスは現在保留中です（まだ実装されていません）。
API でのマルチ URL のサポート Yes なし マルチ URL サポートの最終ソリューションは現在保留中です。 まだ実装されていません）。
API でのエンタープライズ/パートナー共有サイトのサポ
ート N/A なし 共有サイトの最終ソリューションは現在保留中です。 ロー タッチ サイトがサポートされます。

API バージョン管理 Yes ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4
API Explorer あり（基本） ロードマップ Cisco WebEx Meetings 1.4（developer.cisco.comに統合されます）
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