At-A-Glance

Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
個人用ビデオ会議ルーム：いつでもビジネスに利用可能
使用しているデバイスにかかわらず、ビデオ会議に参加できるとしたら素晴
らしいと思いませんか。また、パートナーや顧客が技術サポートの助けなし
に参加できるとしたらどうでしょうか。さらに、必要な数の人間を会議に参加
させられるとしたら。

Cisco CMR Cloud では次が
提供されます。
• オーディオ、ビデオ、コンテンツ共有
を 1 つの会議エクスペリエンスに
統合するビデオ コラボレーション
サービス
• 永続的な固有 ID を使った、常時利
用可能なパーソナル会議室
• サードパーティ製の標準ベース ビデ
オ デバイス、Cisco TelePresence®
エンドポイント、
ソフトクライアント、
Lync クライアントから簡単に会議に
参加できる機能
• Cisco WebEx Meeting Center サブ
スクリプションのサービスオプション
として CMR Cloud を追加する機能

Cisco® Collaboration Meeting Rooms（CMR）Cloud では、同僚、パート
ナー、顧客と常にコミュニケーションを図ることができます。場所、システム、
デバイスを問わず、誰とでも簡単にフェイスツーフェイスの会議を行い、
コン
テンツを共有できます。つながりたい人とのデバイス接続は CMR Cloud が
処理します。

「ワン ミーティング」のシンプルさ
Cisco CMR Cloud は、WebEx® 会議のシンプルさとビデオ ブリッジング機
能を組み合わせています。そのため、実績ある信頼性の高い Cisco WebEx®
Cloud を使用した会議をいつでも開催できます。固有のミーティング ルーム
ID を入力し、1 クリックで会議を開始できます。同僚、顧客、パートナーがあ
なたと話し合う場を持ちたければ、相手にあなたの ID をクリックしてもらう
だけで会議が行えます。形式ばらずに、
より多くの対話が実現します。
クラウドを利用しているため、既存のネットワークとデバイスが使用できま
す。新しい機器を購入する必要はありません。
月額支払いの従量課金制です。
CMR Cloud の「ワン ミーティング体験」では、各参加者は使用デバイス（モ
バイル、デスクトップ エンドポイント、
ソフトクライアント、ルームベースのビ
デオ システム）を問わず参加でき、全員がオーディオ、ビデオ、
コンテンツ共
有の同じ会議エクスペリエンスを共有できます。

利点

• 1 つのミーティングで最大 25 の標
準ベース ビデオ エンドポイント、ビ
デオ対応 WebEx Meeting Center
ユーザー最大 500 名、オーディオの
みの WebEx Meeting Center ユー
ザー最大 500 名をサポートできる
スケーラビリティ

このシンプルで常時利用可能なワン ミーティング体験にはどのような利点
があるのでしょうか。

• 後 で 視 聴 する た め の 録 画と共 有
機能

• 会議室の拡大：参加者 1名から数百名まで対応します。つまり、常に必要
なサイズの会議室を確保できます。

• 素早い意思決定：参加者の勤務状況に会った方法で、直ちに、
またはスケ
ジュールした時間に、個人の部屋からでも会議を開催できます。
• 柔軟性の向上：ビデオ デバイスがあれば居場所や技術を問わずに会議に
参加できます。
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「当院の医師はフェイスツーフェ
イスの会議を求めていました。
Cisco CMR Cloud を導入する
前、iPad、iPhone、Android など
のデバイスのメディカル パート
ナーは、ビデオ会議への参加方
法や医師とのコンテンツの共有
方法がわからず苦労していまし
た。今では、ビデオ デバイスの操
作が問題になることはありませ
ん。CMR Cloud はシームレスで
品質が非常に優れており、
「素晴
らしい」
との感想が寄せられてい
ます」
John Maass
Moffitt Cancer Research Healthcare 会
議テクノロジー マネージャ

会 議 の た め に 常 時 オ ー プ ン：
Moffitt の医師が CMR Cloud で
医療の質を向上
組織

• コスト削減の最適化：出張費を削減し、月額サブスクリプション サービス
の従量課金制で料金を支払えます。
結果として、ビジネスの俊敏性を高めて、すばやく応答できるため、市場の激
しい動向やビジネスの変化に対応できます。

Cisco CMR Cloud の特長
• シンプル：WebEx ウェブ会議ツールのシンプルさをベースにしているた
め、会議の作成、開始、参加をすぐに実行できます。
• 実績：18 年以上におよぶ経験により、
シスコはビデオ会議およびウェブ会
議の業界リーダーとして 50% の市場シェアを誇ります。
• スケーラブル：1 つのミーティングで最大 25 の標準ベース ビデオ エン
ドポイント、ビデオ対応 WebEx Meeting Center ユーザー最大 500 名、
オーディオのみの WebEx Meeting Center ユーザー最大 500 名をサ
ポートできます。
• グローバル：Cisco WebEx Cloud は、世界中で 5200 万人のユーザーを
サポートしています。
• 柔軟性：Cisco WebEx Meeting Center でクラウドベース モデルを月額
支払いで利用できます。

次のステップ
詳細については、www.cisco.com/web/JP/product/hs/webex/cmrcloud/
index.html にアクセスしてください。

Moffitt Cancer Research Healthcare、が
ん治療病院
Tampa、FL、USA
世界中に 5000 名の従業員

課題
• 移動中の医師が、
スマート モバイル デ
バイスから会議に参加できない。
• 外部の医療パートナーや病院が、会議
に参加するために技術サポートを必要
とすることが多い。
• 一部システムに互換性がないため、コ
ンテンツを共有できない。

Cisco CMR Cloud の結果
• 医師、医療パートナー、そして家族が、
どんな場所にいても自分のデバイスを
使って、ビデオとコンテンツ共有で簡単
に会議できます。
• 会議エクスペリエンスには一貫性があ
り、参加者は個別のパーソナル会議室
ID をクリックするだけで参加できます。
• 人事部は、採用候補者にビデオによる
行動インタビューを簡単に実施できる
ようになり、技術的な遅延や中断もあり
ません。
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