だれとでも、
どこでも、
どのデバイスでも
会議が可能

Cisco WebEx® Meeting Center
により、以下が可能になります。
• 顧客、パートナー、従業員とより効率的に
コラボレーションを行う
• 世界中のあらゆる場所のチームと情報
やアイディアを共有する（必要なのはイ
ンターネット アクセスのみ）
• 人員の物理的な移動なしに会議を行い、
時間を節約してリソースを最大限に活
用する
• 場所や使用デバイスにかかわらず、機能
の充実した会議への接続を維持する
• 高画質ビデオ、オーディオ、
コンテンツ共
有機能により、活発で生産性の高い会議
を行う
• 個人向けの Cisco® Collaboration
Meeting Room を使用し、使用するビ
デオ デバイスを問わず誰でも参加で
きるビデオ会議をいつでも実施する
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多くの 実 績でウェブ 会 議 やビデオ会 議
をリードする Cisco WebEx Meeting
Center なら、生産性、コラボレーション、
業務スピードが向上します。
どこにいても
誰とでも会議ができ、会議の参加者全員
が同じ時間に同じ情報を見て、聞いて、表
示することができるため、全員の認識を統
一した状態でプロジェクトの管理、セール
ス会議のホスト、業務スピードの向上、
よ
り適切な情報に基づいた意思決定が実現
します。また、顧客、同僚、社内チームとの
セッションを活発かつクリエイティブな雰
囲気でホストできます。
フェイスツーフェイスの対話のようなオン
ライン会議
高画質ビデオを使ったフェイスツーフェ
イスの会議でドキュメント、プレゼンテー
ション、アプリケーションを共有できるた
め、コミュニケーション、連携、生産性が向
上します。電話やコンピュータに統合され
たオーディオを使って誰でもどんな場所か
らでも会議に参加できます。

Cisco WebEx Meeting Center
製品概要

Web ブラウザ、携帯電話、タブレット デ
バイスがあれば、会議を開始することも
会議に参加することもできます。個人の常
時接続の会議場所として、Collaboration
Meeting Rooms Cloud を使用すれば、
ど
んなデバイスでも最適化されたビデオ会
議を行えます。
シスコはセキュリティ、拡張性、信頼性の
優れたサービスを提供します
Cisco WebEx のウェブ会議およびビデ
オ会議のソリューションにより、コスト削
減が促進され、IT が重要な優先事項に注
力できるようになります。WebEx Meeting
Center は、Cisco WebEx Cloud によって
Software as a Service（SaaS）
として提供
され、組織の成長に応じて容易に展開拡
張することができます。
Cisco WebEx Cloud は、オンデマンド
アプリケーションの安全な配信のために
設計されたグローバルなエンタープラ
イズクラスのネットワークです。SSAE16 と ISO 27001 をはじめ、厳格な独立
監査によって実証されたスケーラブルな
アーキテクチャ、一貫した可用性、および
マルチレイヤ テナント セキュリティを提
供します。

簡単で生産性の高いオンライン会議を可能にする強力な
機能
ドキュメント、
アプリケーション、
画面の共有
リモートの参加者とコンテンツや画面全
体をリアルタイムに共有します。また、参
加者にコントロールを渡すと、その参加者
は自分のコンテンツを共有したり、コント
ロールを渡した参加者のコンテンツに注
釈を付けたりできます。図 1 は、アクティ
ブ スピーカーと他の会議参加者が共有し
ているコンテンツの例です。
図 1.

Collaboration Meeting Rooms Cloud
WebEx Video Bridge を使用すれば、他の
参加者はさらに簡単にパーソナル会議室
に入室できるようになります。
この機能で
は、
あらゆる標準ベースのビデオ システム
でビデオ会議に参加できます。
図 2.

フルスクリーン モードの表示

会議中のコンテンツ共有

インタラクティブなマルチメディア体験
PowerPoint、フラッシュ アニメーション、
オーディオ/ビデオなどのファイルをプレ
ゼンテーションに組み込み、視聴者の関心
を引き付けることができます。
統合ビデオ
最大 7 名の参加者のビデオを表示しま
す。また、フルスクリーン モードを選択す
れば、
アクティブ スピーカーをメイン ビデ
オ パネルに表示し、他の参加者のビデオ
をサムネイルとして表示できます。精密な
ビデオ表示が必要な場合は、拡張フルスク
リーン オプションを選択して 720p の高
解像度でアクティブ スピーカーを表示で
きます。図 2 は、
フルスクリーン モードで
す。
メイン パネルのビデオは、発言中の人
物を表示するように自動的に切り替わり、
直感的な会議体験を生み出します。
パーソナル会議室
パーソナライズされた個人のビデオ会議
スペースを使用することで、さらに簡単に
会議を開催できます。前もってスケジュー
ルを設定するか、
ドアを開いた状態にして
おけば、他の参加者はパーソナル会議室
に入室できます。

デスクトップ統合スイート
Microsoft Office/Outlook や Lotus Notes
などの様々なインスタント メッセージ ソ
リューションから会議を開始できます。
ワンクリックの会議アクセス
会議を開始し、デスクトップ、タスクバー、
またはお気に入りのアプリケーションから
すぐに参加者を招待できます。
会議への招待が簡単
ローカル クライアントやインスタント メッ
セージから自動で 電 話 発 信 やテキスト
メッセージ/電子メール送信を行い、招待
やリマインダを送ることができます。

統合オーディオ
Cisco WebEx の統合オーディオやサー
ドパーティのオーディオ オプションによ
り、インタラクティブな会議体験を提供で
きます。有料/無料やコールイン/コール
バックを選択します。
または、Voice over IP
（VoIP）かコンピュータの内蔵オーディオ
のどちらを使用して接続するかについて、
参加者が選択できるようにします。VoIP を
使用する広帯域オーディオ サポートは、た
とえ低帯域ネットワークであっても、非常
に優れたオーディオ品質を実現します。
コール ミー
会議から自分にコールさせることができま
す。会議の開始時に電話番号を入力する
だけで、会議からコールが発信されます。
ダイヤルやパスコードは必要ありません。

エンタープライズの統合
シングル サインオンで WebEx Meeting
C e n t e r に アクセスで きま す。C i s c o
Jabber® や Cisco TelePresence® などの
シスコ コラボレーション製品との統合や
相互運用性を活用してください。
クロスプラットフォームのサポート
一般的なオペレーティング システム プ
ラットフォー ムで 誰とで も会 議 が 可 能
（Windows、Mac、Linux など）。
モバイル サポート
Android、iPhone/iPad、BlackBerry 10、
Windows Phone 8 の各デバイス間で
オーディオ、ビデオ、およびコンテンツの
共有が可能な充実した会議体験を実現し
ます。
図 3.

あらゆるデバイスから会議に参加できる

アクティブ スピーカー
現在のスピーカーのビデオをアクティブ
スピーカー ウィンドウに自動的に表示す
るアクティブ スピーカー テクノロジーに
より、話している人に集中できます。
会議の記録、編集および再生
後で参照したり、
トレーニングやデモに利
用したりするために会議を記録できます。

WebEx Meeting Center は、最新のシステム互換性のニーズに対応するため、定期的に更新されて
います。
システム要件については、www.webex.co.jp/ にアクセスしてください。
サポートされている言語：英語、ポルトガル語（ブラジル）、簡体中国語、繁体中国語、オランダ語、
ス
ペイン語（欧州）、
フランス語、
ドイツ語、イタリア語、
日本語、韓国語、ロシア語、
スペイン語、
スウェー
デン語

関連情報
WebEx Meeting 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いただ
くか、www.cisco.com/go/webex
[英語] にアクセスしてください。

Cisco およびシスコ ロゴは、
シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
シスコの商標の一覧については、http://www.cisco.com/go/trademarks
をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、
それぞれの所有者に帰属します。
「パートナー」
または「partner」
という用語は、
シスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味す
るものではありません。(1110R)
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