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バリューステートメント

ビジネスのシニアリーダーに導入計画を 
サポートしてほしいとお考えですか？事実
に基づくコンテンツを使用して、ビデオの
持つ価値を転換しましょう。このコンテン
ツには従業員エンゲージメント、生産性、
優れた人材の採用について記載されてい
ます。

こちらをクリックし、コンテンツをダ
ウンロードして共有してください

ビデオの価値
当社も含め、あらゆる組織は 2 つの市場、 ビジネス市場と
人材市場で競い合っています。なぜ機会をオフィスから 20 
マイル以内に限らなくてはならないのでしょうか。もっとよい
方法があります。

シスコをコラボレーションで活用するお客様は、通常は接触
できない人材や到達できない市場にもシームレスなビデオ
体験でアクセスできることを知っています。実際に、HD を
使いこなすことができれば、時間や場所はそれほど問題で
はありません。

ビジネスでビデオを上手に活用できるように、シスコではこ
のツールキット、クイックリファレンスガイド、プロモーション
アセット、利用事例を用意しました。Webex を装備した職場
では、目覚ましい効果が随所に表れます。

人と人をつなげるミッションに、 シスコも取り組んでい
ます。

ビデオコラボレーションで...... 

従業員の生産性が高まる 

多くの企業において、従業員の生産性は収益性を測る最も重要な手段の 1 つです。
ほとんどの企業において、人材は設備に次ぐ極めて戦略的な資産（および極めて経費
のかかる項目）として重要な課題です。

世界トップクラスのコラボレーションができる環境の整備は、従業員の生産性を向上
するうえで最も効果的な対策の 1 つです。さらに、充実した導入プランを練り上げて
おくと、Cisco Collaboration への投資から最大の利益を引き出せる可能性が高まり
ます。

のエグゼクティブと IT 
の意思決定者は、もし
自分が CEO ならば、
生産性の向上は最優先
項目になると言ってい
ます。

出典：
BT Global Survey 2017

80% の従業員は、働く場所、
時間、方法を柔軟に選
択できれば、生産性と
就業意欲が向上する
と考えています。また 
60% は生産性と就業意
欲が向上すると考えてい
ます。

出典：
Flex Strategy Group

91%のエグゼクティブと IT 
の意思決定者は、生産
性はデジタル環境を改
善する最大のメリットだ
と言っています。

出典：
BT Global Survey 2017

91%の従業員は、テクノロ
ジで担当業務の生産
性が高まると感じてい
ます。

出典：
UK Work Foundation

80%

ビデオコラボレーションで......

従業員の就業意欲を高める 

かつて従業員の就業意欲は必須ではないとされていましたが、今ではビジネス全体を
大きく左右することが分かっています。採用やオンボーディングから給与支払いや福利
厚生まで、将来ある従業員に対し、必要なときに必要なサービスを提供する機会は日
常的に存在します。

柔軟な働き方は従業員のパフォーマンス、成長、満足度を向上させる主要な要素であ
ることを示す調査結果が増えています。シスコのシンプルな最新式ビデオミーティング
ソリューションは、従業員がいつ、どこで、どんなデバイスでも柔軟に働くことができる
コンシューマーグレードの使用環境を提供し、ワークバランスのニーズを満たします。

の柔軟な働き方をする
従業員は、過去 5 年間
に 2 回以上昇進したと
回答する割合が著しく
高くなっています。

出典：
IBM Smarter Work 
Institute

33% の従業員は、
より積極的にビ
デオ通話を使用
したいと考えてい
ます。

出典：West UC

82%の従業員は、音声のみ
の通話よりビデオミー
ティングを積極的に利
用しています。

出典：West UC

73%の従業員は、働く場
所、時間、方法を柔軟
に選べれば、就業意
欲が高まり、生産性
が向上すると感じてい
ます。

出典：
Flex Strategy Group

60%

ビデオコラボレーションで...... 

優れた人材を引き付ける 

の従業員は（勤務時間の一部
だけでも）好きな場所で働ける
仕事になら転職すると考えてい
ます。

出典：Gallup

37% 短い時間で従業員を新規採
用できます（完全分散型企
業の場合）。

出典：Owl Labs
33% のマネージャーは、テクノロジと

組織のパフォーマンスの相関関
係に気付いています。

出典：UK Work Foundation
66%

働く時間や場所について発言権があ
る従業員は、仕事への満足度が高いだ
けでなく、仕事と家庭をよりスムーズに両

立させています。
出典：

American Sociological Review

優れた人材は働き方の選択肢を必要としています。スタン
フォード大学の研究者は、従業員が自宅などでリモート
勤務できる場合、従業員の満足度が上がり、離職率が下
がり、生産性が高まるとの研究成果を発表しました。実際
に、柔軟な勤務スケジュールや在宅勤務の機会は、従業員
の就職、離職の判断に大きく影響します。

シスコにとって、働く場所や方法の選択肢を提供するとは
すなわち、物理的に従業員と同じ環境にいなくても、管理
者が結果や成果、進捗状況を予測できる可視性と確実性
を得られるようなシンプルでパワフルなテクノロジを提供
することです。

バリューステートメント
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このツールキットの使用方法

このツールキットを使用して、Cisco Webex Share デバイスの導入を促進しましょう
このファイルを適切な状態でご覧いただくには、Adobe Acrobat を使用してください。
こちらから無料でダウンロードできます

この資料の内容
  ナレッジワーカーによる 

Cisco Webex Share デバイスの
使用を促進させるドキュメント。

各ドキュメントの最後には、個々のファイル
にアクセスし、必要に応じて共有できるダ
ウンロードリンクが記載されています。

ご活用ください
ぜひファイルをカスタマイズして、社内でご
利用ください。各ドキュメントの最後には、
編集可能なすべてのファイルタイプへのリ
ンクが記載されています。自由に変更でき
ます。

感想をお聞かせく 
ださい。
内容に関するご意見、ご要望については、 
こちらをクリックしてください。

スキルアップ
シスコのエキスパートに質問し、その場です
ぐに回答が得られます。詳細とご登録はこ
ちら：cisco.com/go/quickclass

シスココラボレーションコミュニティにご参
加ください。このプレイブックで取り上げた
すべての内容を含む、さまざまな情報の閲
覧、質問ができます。

ご質問やコメントがある場合は、 
Webex 導入スペースに参加する
か、WebexAdoption@cisco.com  
までご連絡ください

感想をお聞か
せください。

このツールキットの使用方法

https://collaborationhelp.cisco.com/article/ja-jp/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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ご利用開始に役立つアイテム

ミーティングを成功に導く会議室用ガイド
便利なクイックスタートガイドを作成しました。次のページを利用して、同僚の利
用開始をサポートしましょう。

印刷し、会議室のよく見える場所に掲示しましょう。

掲示方法

ラミネート加工し、デス
クに置く

ラミネート加工し、
壁に貼る

ラミネート加工し、 
ホルダーに入れる

デスクトップシートホ
ルダーを購入する

Webex Share デバイスの
機能紹介

任意のディスプレイで
デバイス画面を共有する
Cisco Webex Share はディスプレイの HDMI ポー
トに接続する手のひらサイズのデバイスです。
このデバイスを接続すると、ディスプレイが Webex 
Teams または Webex Meetings アプリのワイヤレ
スプレゼンテーション画面に変わります。

モニタ、ディスプレイ、TV にワイヤレス接続する

ステップ  01
ノート PC またはモバ
イルデバイスで Cisco 
Webex Teams アプリ
を開きます。

自動ペアリングが開始
します。

ステップ  02
左下に目的のデバイス名があるのを確認します。

目的のデバイス名が表示されない場合は、手動でペア
リングします。目的のデバイス名をクリックします。

ステップ  03
[画面を共有] をクリックします。

ステップ  04
[停止] をクリックして共有を停止します。

画面を共有

停止

Webex Share デバイスの
機能紹介

任意のディスプレイで
デバイス画面を共有する
Cisco Webex Share はディスプレイの HDMI ポー
トに接続する手のひらサイズのデバイスです。
このデバイスを接続すると、ディスプレイが Webex 
Teams または Webex Meetings アプリのワイヤレ
スプレゼンテーション画面に変わります。

モニタ、ディスプレイ、TV にワイヤレス接続する

ステップ  01
ノート PC またはモバ
イルデバイスで Cisco 
Webex Teams アプリ
を開きます。

自動ペアリングが開始
します。

ステップ  02
左下に目的のデバイス名があるのを確認します。

目的のデバイス名が表示されない場合は、手動でペア
リングします。目的のデバイス名をクリックします。

ステップ  03
[画面を共有] をクリックします。

ステップ  04
[停止] をクリックして共有を停止します。

画面を共有

停止

Webex Share デバイスの
機能紹介

任意のディスプレイで
デバイス画面を共有する
Cisco Webex Share はディスプレイの HDMI ポー
トに接続する手のひらサイズのデバイスです。
このデバイスを接続すると、ディスプレイが Webex 
Teams または Webex Meetings アプリのワイヤレ
スプレゼンテーション画面に変わります。

モニタ、ディスプレイ、TV にワイヤレス接続する

ステップ  01
ノート PC またはモバ
イルデバイスで Cisco 
Webex Teams アプリ
を開きます。

自動ペアリングが開始
します。

ステップ  02
左下に目的のデバイス名があるのを確認します。

目的のデバイス名が表示されない場合は、手動でペア
リングします。目的のデバイス名をクリックします。

ステップ  03
[画面を共有] をクリックします。

ステップ  04
[停止] をクリックして共有を停止します。

画面を共有

停止

Webex Share デバイスの
機能紹介

任意のディスプレイで
デバイス画面を共有する
Cisco Webex Share はディスプレイの HDMI ポー
トに接続する手のひらサイズのデバイスです。
このデバイスを接続すると、ディスプレイが Webex 
Teams または Webex Meetings アプリのワイヤレ
スプレゼンテーション画面に変わります。

モニタ、ディスプレイ、TV にワイヤレス接続する

ステップ  01
ノート PC またはモバ
イルデバイスで Cisco 
Webex Teams アプリ
を開きます。

自動ペアリングが開始
します。

ステップ  02
左下に目的のデバイス名があるのを確認します。

目的のデバイス名が表示されない場合は、手動でペア
リングします。目的のデバイス名をクリックします。

ステップ  03
[画面を共有] をクリックします。

ステップ  04
[停止] をクリックして共有を停止します。

画面を共有

停止

ご利用開始に役立つアイテム
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Cisco Webex Share クイックスタートガイド

ガイドをダウンロード

Webex Share デバイスの
機能紹介

任意のディスプレイで
デバイス画面を共有する
Cisco Webex Share はディスプレイの HDMI ポー
トに接続する手のひらサイズのデバイスです。
このデバイスを接続すると、ディスプレイが Webex 
Teams または Webex Meetings アプリのワイヤレ
スプレゼンテーション画面に変わります。

モニタ、ディスプレイ、TV にワイヤレス接続する

ステップ  01
ノート PC またはモバ
イルデバイスで Cisco 
Webex Teams アプリ
を開きます。

自動ペアリングが開始
します。

ステップ  02
左下に目的のデバイス名があるのを確認します。

目的のデバイス名が表示されない場合は、手動でペア
リングします。目的のデバイス名をクリックします。

ステップ  03
[画面を共有] をクリックします。

ステップ  04
[停止] をクリックして共有を停止します。

画面を共有

停止

Cisco Webex Share クイックスタートガイド

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-quick-start-guide-coming-soon/td-p/3736533
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Cisco Webex Share プロモーションポスター

異なるスタイルのポスターを 2 枚作
成しました。会社の雰囲気に合う方
を印刷し、オフィスやトイレ、または
会議室の近くに掲示しましょう。

ポスターをダウンロード

ドングルがなくても、
心配ご無用です。
部屋に入り、Cisco Webex Share と
ワイヤレスで画面を共有するだけです。

Cisco Webex Share プロモーションポスター

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-posters-coming-soon/m-p/3736537#M171066
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Cisco Webex Share プロモーションポスター

ポスターをダウンロード

ドングルがなくても、
心配ご無用です。
部屋に入り、Cisco Webex Share と
ワイヤレスで画面を共有するだけです。

Cisco Webex Share プロモーションポスター

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/posters-photographic/m-p/3736732#M171078
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01 Webex Share：対面での共有 - A

Webex Share があればどこでも 
画面共有できることを示す、説得力
のある使用事例を 2 件ご用意しま
した。印刷したり、メールしたり、 
イントラネットに投稿したりして、 
同僚に広めましょう。

事例をダウンロード

接続して共有すれば、
すぐに利用できます。 今すぐお試しください。思ったより簡単です。

対面式ミーティングをもっと簡単に。
チームの仲間とフェイスツーフェイスで協業しながら、アイデアを画面で共有すると、よいアイデア
がさらによいアイデアになる可能性があります。

シスコの新しい Webex Share デバイスを使うと、どんなディスプレイもほんの数分で簡単にプレ
ゼンテーション画面に変えられます。

プレゼンテーションを印刷したりメール送信したりする必要はもうありません。Webex Share デ
バイスで HDMI 対応ディスプレイと接続するだけです。

ワイヤレスで画面を共有できるため、面倒なケーブル配線は一切必要なくなりました。

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
適切なエリアを探す

Webex Share を接続できる適切な HDMI ディ
スプレイ画面のあるプレゼンテーションルーム
を探します。Webex Share がすでに差し込ま
れている場合は、そのまま使えます。

ミッション 2 
画面を共有する

Webex Meetings か Webex Teams アプリ
を使って、ドキュメントやプレゼンテーション
を画面上でワイヤレスに共有します。

今すぐお試しください

01 Webex Share：対面での共有 - A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-use-case-1/m-p/3736538#M171067
https://help.webex.com/ja-jp/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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02 Webex Share：移動中の画面共有 - B

事例をダウンロード

プラグを差し込んでペ
アリングするだけで、

共有できます。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

場所を選ばずワイヤレスでコンテ
ンツを共有。
外出先でのプレゼンテーションでお困りのことはありませんか。

これからは、どんな接続やドングルが必要かを心配することなく、簡単に準備できます。

Webex Share を使うと、どんな HDMI ディスプレイも Webex ワイヤレスのプレゼンテーショ
ン画面に早変わりします。ドングルや複雑なケーブル配線は一切不要です。

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
適切なエリアを探す

Webex Share を接続でき
る適切な HDMI ディスプレ
イ画面のあるプレゼンテー
ションルームを探します。

ミッション 2 
プラグを接続する

Webex Share のプラグを
接続するだけです。このとお
り、設定は簡単です。

ミッション 3
画面を共有する

Webex Meetings か 
Webex Teams アプリを
使って、ドキュメントやプレ
ゼンテーションを画面上で
ワイヤレスに共有します。

今すぐお試しください

02 Webex Share：移動中の画面共有 - B

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/use-case-2-coming-soon/m-p/3736757
https://help.webex.com/ja-jp/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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さらなる活用のヒント

 サポートが必要な場合
コラボレーションヘルプポータルには、簡単なヘルプガイド、
詳しい手順の説明書、技術情報が掲載されています。検索バ
ーを使用すると、Webex Share について知りたいことがすべ
て見つかります。

 自社向けにカスタマイズ
コンテンツのリブランディングや編集をしてみませんか。

貴社デザイナ用の圧縮済みソースファイルをダウンロードする
には、こちらをクリックしてください。

さらなる活用のヒント

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736540#M171068


ご質問やコメントがある場合は、
Webex 導入スペースに参加するか、WebexAdoption@cisco.com までご連絡ください

mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
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