
どんな場所でも充実したイ
ンタラクティブ トレーニン
グを提供 

Cisco WebEx Training Center の企業
研修
製品概要

Cisco WebEx® Training Center は企業研
修プログラムのリーチと効果を向上させま
す。グローバルなセールス組織全体での新
製品とプロモーションの展開を数週や数
か月単位でなく数日で行い、顧客が Web 
ベース トレーニングに快適にアクセスでき
るようにして製品採用を促進します。自分
のペースで進められるコースを提供するこ
とでワークフォースの最大効率を維持し、プ
レゼンテーションを録画することで各分野
のエキスパートを最大限に活用できます。

マルチメディアとアセスメント ツールでト
レーニング効果を向上
インストラクタは、高画質ビデオ、オーディ
オ、コンテンツ共有を組み合わせ、刺激的
なコース、デモ、イベントを提供できます。
また、ブレイクアウト セッションを通じて
グループ間のコラボレーションを促進し、
チャットやスレッド付き Q&A で参加者との
議論を導くことができます。さらに、統合さ
れたテスト、採点、ポーリングのツールを使
用して、クラスの効果や個別の習熟度を測
定できます。参加者は、都合の良い時に録
画されたセッションを見て学習し、実際のア
プリケーション トレーニングではオンライ
ン コンピュータ ラボを利用します。

シスコはセキュリティと拡張性が非常に優
れた WebEx サービスを提供します
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 
Software as a Service（SaaS）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。Cisco WebEx 
Training Center は、オープン API によって
既存のトレーニング環境に容易に適合し、
業界をリードする学習管理システム（LMS）
ソリューションを統合し、共有可能なコンテ
ンツ オブジェクト参照モデル（SCORM）標
準規格をサポートします。

Cisco WebEx Training Center の
特長

• 従業員、パートナー、顧客のトレーニン
グのリーチと効果を強化します。

• 高画質ビデオ（最大 720 p）、統合オー
ディオ、マルチメディア共有により、訴求
力の高い学習環境を生み出します。

• 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。

• 統合されたテストとポーリング、さら
に出席状況や注目度などのレポート
により、トレーニングの効果を評価で
きます。

• 後からオンデマンドでアクセスできるよ
うにセッションのデジタル ライブラリを
構築します。

•  トレーニング プログラムをプロフィット 
センターに変換します。

「トレーニング後のタスクでファイルを送受
信するだけでなく、アプリケーション、ホワイ
トボード、デスクトップを共有する必要があ
りました。WebEx のテクノロジーにより、そ
のすべてが簡単に実現します」

̶ Eyefinity/VSP エデュケーション ディレ
クター Rebecca Johnson
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マルチメディアでの共有
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。フルスクリーン 
モードでは、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
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
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
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。

システムが自動的にリクエストを送信する
ため、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
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。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
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。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
セルフスケジューリング、登録管理、参加状
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、参加状況、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。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
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
Cisco WebEx Training Center には、
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

訴求力の高いオンライン トレーニングを可能にする強力な
機能

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。

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。
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