オンライン教育を新しい
レベルへ

Cisco WebEx Training Center の
特長
• 高画質ビデオ（最大 720 p）、統合オー
ディオ、データ共有により、訴求力の高
いオンライン学習体験を生み出します。
• Cisco WebEx® Training Center の多用
途性により、オンライン講義、職業訓練、
個別指導、
グループ プロジェクトなどを
行うことができます。
• 仮想ブレイクアウト セッションで学習と
グループ コラボレーションをシミュレー
トできます。
• 統合されたテスト、ポーリング、
レポート
によりクラスの効果を評価できます。
• 自分のペースで学習できるように、録
画講義のデジタル ライブラリを構築し
ます。

「学生は世界中のあらゆる場所からプレゼ
ンテーションできるようになっただけでな
く、他の学生とキャンパスの中でも外でも、
クラス外でも連携できるようになっていま
す。学生はインタラクティブな体験を好むた
め、
クラス プロジェクトで WebEx の使用を
求める声は 250 % も上昇しています」
̶ University of Southern California
Distance Education Network IT お
よ び オ ペレ ー ション ディレクタ ー
Dominic K. Lau
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オンライン クラスは、個人授業の機会を
増やし、学習者が快適に教育を続けられ
るようにする非常に価値の高い手段です。
Cisco WebEx® Training Center は、オンラ
イン指導に関連する課題を克服し、
クラス
中に学習者の興味を引き付け、
クラスの終
了後も学習者が情報を維持できようサポー
トします。インストラクタは、高画質ビデオ
を使用したフェイスツーフェイスのやり取
りにより、オンラインでより自然な指導がで
きるようになります。
クリアなオーディオ、ビ
デオ、データ共有を活用し、ブレイクアウト
セッションを使用することで、相互に協力し
て個別化された学習体験が生み出され、教
材の理解度が向上します。学習者は都合の
良い時にオンデマンド クラスで学習し、実
践的なアプリケーション トレーニングをサ
ポートするハンズオン ラボを利用します。
評価ツールでクラスの効果と学習者の習熟
度を評価
インストラクタは、ビジュアル アテンション
インジケータで個人およびグループの注
目度をモニタし、統合されたテスト、採点、
ポーリング ツールによってクラスの効果
や学習者の習熟度を測定できます。詳細レ
ポートにより、出席状況、
クラスの注目度、
テスト結果などを確認してカリキュラムを
洗練させることができます。Cisco WebEx
Training Center は、業界をリードする学習
管理システム（LMS）
と統合されており、共
有可能なコンテンツ オブジェクト参照モデ

Cisco WebEx Training Center：教育
製品概要

ル（SCORM）標準規格をサポートすること
で、組織の既存の教育システムに容易に適
合します。
シスコは高度にセキュアな e-ラーニング
体験を提供します
Cisco WebEx Training Center は、可用
性、セキュリティ、パフォーマンス、柔軟性
に優れたサービス プラットフォームである
Cisco WebEx Cloud を介して提供される
クラウドベースのソリューションです。Cisco
WebEx Cloud は、導入を容易にし、総所
有コストを抑える一方、最高レベルのエン
タープライズ セキュリティを実現できるよ
うサポートします。

学習者の興味を引き付ける強力な機能
マルチメディアでの共有
インストラクタは、Microsoft PowerPoint
プレゼンテーション、
ドキュメント、
ストリー
ミング ビデオ、デモンストレーション ソフ
トウェア、ホワイトボード、Adobe Flash ア
ニメーションを共有し、共有や注釈の権限
を学習者に付与して参加を促すことができ
ます。
高画質ビデオ、テレフォニーに統合された
オーディオ、Voice over IP 会議
Cisco WebEx Training Center は、
メイン
セッションでのプレゼンターの高画質ビデ
オにより、学習者が集中力や興味を維持で
きるようサポートします。
また、
フルスクリー
ン モードを選択すれば、
アクティブ スピー
カーがメイン ビデオ パネルに表示され、
最大 6 名の他の参加者のビデオがサムネ
イルとして表示されます。ビデオは、現在の
スピーカーに自動的にビデオを切り替える
アクティブ スピーカー テクノロジーを採用
しています。すべての参加者は、電話ブリッ
ジや Voice over IP（VoIP）を介してクリアで
信頼性の高いオーディオを聞き、有料/無料
の番号を使用してコールバック/コールイン
で参加できます。
ブレイクアウト セッション
インストラクタは、参加者をグループ プロ
ジェクトおよびブレインストーミング用の仮
想ブレイクアウト ルームに割り当てておく
と、ブレイクアウト セッションに「立ち寄っ
て」進捗を評価し、ディスカッションを促す
ことができます。学習者は、ブレイクアウト
セッション中にプレゼンテーション、
ドキュ
メント、ホワイトボード、
アプリケーションを
共有できます。
スレッド付き Q&A
インストラクタは、スレッド付き Q&A を使
い、質問と返答を追跡できます。パネリスト
は質問に優先順位を付けたり、パブリック
またはプライベートで回答を表示したり、
Q&A を同僚に割り当てたりすることができ
ます。
チャット
参加者は、インストラクタ、他の参加者、ま
たはクラス全体とプライベートまたはパブ
リックでチャットすることができます。
ポーリング、参加者フィードバック、アテン
ション インジケータ
インストラクタは、
セッション中にポーリング
（複数可）のフィードバックを回収し、ポー
リングの結果をすぐに表にしてクラスで共
有できます。学習者はさらに「挙手」するこ

とができます。挙手によってシステムが自動
的にリクエストを送信するため、インストラ
クタは先に挙手した学習者の質問から順番
に回答できます。ビジュアル アテンション
インジケータにより、いつでも各個人やグ
ループ全体の注目度を確認できます。
Cisco WebEx ハンズオン ラボ
独自のハンズオン ラボ機能により、参加者
はリモート PC にセキュアにアクセスして、
ハンズオンでアプリケーションの学習と練
習を行えます。
ラボセッションは、
ライブ ト
レーニング セッション中に、またはオンデ
マンドで実行できます。
統合テスト エンジン
インストラクタは、
ライブ トレーニングセッ
ションの前、途中、後に学習者をテストしてク
ラスのパフォーマンスを測定できます。テス
トには選択問題、正誤問題、空欄補充、記述
など様々なタイプがあります。
インストラクタ
は、
自動化された採点、
レポート、SCORM コ
ンプライアンスを活用し、テストを保存して
他のセッションで再利用できます。
録画と再生
インストラクタは、セッション動画をキャプ
チャして保存し、統合されたネットワーク
ベース録画機能を使用して再使用および
レビューできます。さらに、ライブ セッショ
ン中に録画したセッションをストリーミン
グ配信したり、学習者が都合の良いときに
再生できるようにポストしたりできます。録
画は、オーディオ、データ、ビデオ、注釈を含
むセッションのあらゆる要素をキャプチャ
します。
登録とレポート
インストラクタは、セルフスケジューリング、
登録管理、出席状況レポートにより、時間の
かかる管理プロセスを単純化できます。詳
細レポートにアクセスすると、出席状況、録
画されたクラス ビュー、
クラスの注目度、テ
スト結果などを確認できます。インストラク
タはさらに、セッションのスケジューリング
と開始を Microsoft Outlook からシングル
クリックで直接実行できます。
自動化された e-コマース
インストラクタは、セルフサービスの登録
や支払いでライブまたは録画されたイン
ストラクションを収益化し、各クラスの価格
設定や、
クーポンの発行を行えます。Cisco
WebEx Training Center は、PayPal との統
合により完全に PCI 準拠しており、米国、英
国およびカナダ内での取引をサポートして
います。

モバイル サポート
Android、iPhone、iPad などのデバイスで
オーディオ、ビデオ、およびコンテンツが共
有される充実したトレーニング体験を実現
します。
クロスプラットフォームのサポート
インストラクタは、Microsoft Windows、
Mac OS X、Linux、Solaris の各オペレー
ティング システムなど、ほぼあらゆる環境
から Cisco WebEx Training Center にアク
セスできます。
サ ポ ートさ れ て い る 言 語：M i c r o s o f t
Windows プラットフォームでは、中国語（簡
体字および繁体字）、デンマーク語、オラン
ダ語、英語、フランス語、
ドイツ語、イタリア
語、日本語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシ
ア語、スペイン語（南米、
ヨーロッパ）、およ
びトルコ語。Mac の会議環境は、英語での
み使用可能です。
関連情報
Cisco WebEx Training Center の詳細につ
いては、次のサイトを参照してください。
www.cisco.com/web/JP/product/hs/
webex/trainingcenter/index.html
http://www.webex.co.jp/products/
elearning-and-online-training.html

Cisco WebEx Training Center により、高
画質ビデオ、オーディオ、マルチメディア
共有、インスタント フィードバック ツール
を使用した刺激的でインタラクティブなト
レーニング セッションを作成できます。
Cisco WebEx Training Center を初
めとする WebEx ソリューションはすべ
てシスコの製品です。詳細については、
81-3-6434-6044 でソリューションの
専門家にお問い合わせください。
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