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のステップを踏むことにより、
新しい時代の働き方に適った
会議に向上させます

バーチャルコラボレーションの成功は、高品質のオーディオから始まります
F RO S T & SU L L I VA N ビジュアルホワイトペーパー

このホワイトペーパーの内容は©Frost＆Sullivanが著作権を有するものです。無断複写・転載は禁じられています。

frost.com

新しい時代の働き方に適ったバーチャル会議に向上させるための７のステップ

内容

3

ステップ 1

クラウド・カンファレンシング・サービスの採用を優先す
ること
ステップ 2

4

新しい時代の働き方のために会議室のテクノロジーをア
ップグレードすること

5

すべての人のために優れたオーディオでコラボレーショ
ンを向上させること

6

ステップ 3

ステップ 4

シームレスなオーディオで自信を植え付けるとともに生
産性を向上させること
ステップ 5

7

最高クラスのオーディオを使用して会議室の有効性を
促させること
ステップ 6

9

エコシステムアプローチを採用すること

10

エコシステムで標準化すること

11

所有権、経験、標準化、及び相互運用性に注目すること

ステップ 7

2

新しい時代の働き方に適ったバーチャル会議に向上させるための７のステップ

3

ステップ 1

クラウド・カンファレンシング・サービスの採用を優 先すること
私たちはバーチャル会議の新時代に乗り出そうとしています。新型コロナ
ウイルスのパンデミックの渦中における市民の不安、異常気象のエピソー
ド、その他の破壊的な出来事が企業の運営や人々の働き方に前例のない変

テクノロジー投資の主な牽引要因

化をもたらしています。
今、これまで以上に、あらゆるタイプの組織が機敏かつ効率的である必要
があります。これらの組織は、オフィス、会議室、自宅、または外出先等

35%

チームワークの向上

の働く場所の何れかを問わず、従業員がより積極的かつ生産的になること
を支援しなければなりません。
ビジネス要件および市場の需要が急速に変化する中で、主導的な地位にあ

32%

情報管理の向上

る組織は、統合されたオーディオ、ビデオ、およびコンテンツ共有機能を
備えた最新のクラウド・カンファレンシング・サービスを実装することに
より、これまでにない量の分散配置された従業員およびチームの間の十分

31%

カスタマー体験の向上

な連携を確保しています。
世界的なパンデミックの大流行中で数多くの組織が急速にリモート・ワー
キングおよびコラボレーションモデルを採用しています。クラウドウェブ
/ ビデオ会議サービス市場では、2019 年から 2025 年までの間に国際的

運用コストの改善

29%

マーケティング効果の向上

29%

なユーザーライセンス数が年平均成長率 24.6％と大幅に増加することが予
想されています。将来の予測は、非常に急な上向きの軌道となる可能性が
高くなっています。最新の会議テクノロジーに対する投資の効果を最大化
するために、企業のリーダーは 、ミッションクリティカルなオーディオが
確実に最高品質なものとしなければなりません。

主な組織は、カンファレンシングサービスをイン
テリジェントオーディオデバイスと組み合わせる
ことにより、会議の生産性及び効率性をこれま
でにないレベルに高めています。

創造性及び革新の促進

意思決定の加速化

28%
26%
N = 1,067
資料: Frost & Sullivan.
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ステップ 2

新しい時 代の働き方のために会議 室のテクノロジーをアップグレードすること
数多くの組織が徐々にオフィスをリオープンするに伴い、意思決定者は、職場およ
び働き方に関するデマンドが変化する中で従業員の生産性を高めるための取組みを
強化しています。
多くの専門家にとって、オフィスでの作業から自宅での作業への移行は、今後は継
続的かつ流動的なものになるでしょう。オフィスの占有率に係る規制の変化により、
全体のチームと従業員による部門がオフィスでの作業と自宅での作業を輪番で行う
ことが必要となっています。従業員の多くの役割は、フルタイムでのリモートワー

ITそしてビジネスのリーダーは、未来の働き方に
備えるための準備を進めています。
テクノロジーが置換される主な理由

35%

34%

クへ移行することになり、従業員の幸福および仕事 / 個人生活のバランスを保つこ
とに関するニーズは、よりフレキシブルな仕事の機会を生み出すことになります。

82%

のマネージャーは、パン
デミック後も在宅勤務
によるよりフレキシブ
ルな働き方を期待して
います

71%

の従業員は、パートタイム
での在宅勤務の継続
を 希望しています
（資料：マイクロソフト）

組織がその会議室について考え直すに至る原因の最大の要因の一つは、分散された
働き方の拡大が予想されることです。
新しい時代の働き方は、いつでも繋がり、いつでもコラボレーションすることで、
動きの早いチームとプロセスを可能にします。しかしながら、今日の会議室の 95％
は、基本的な電話やフラットパネルディスプレイなどの情報共有をサポートするた

26%
品質と信頼
性の問題

25%

セキュリ
ティ上の サードパーティ
ソリューション
懸念
との相互運用
性が限定的で
最新の特
あること
徴と機能
の欠如

めの最小限のテクノロジーしか装備されていません。

将来のコラボレーション組織は、その組織が投資し
た最新の堅牢なクラウド・カンファレンシング・サービ
スを補完する高度なオーディオ・ビジュアル（AV）
デバイスを備えた会議室を必要とし、専門家たちはど
こで作業を行っても成功することを期待しています。
資料: Microsoft, Frost & Sullivan
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ステップ 3

すべての人のために優れたオーディオでコラボレーションを向上させること
従来の画一的なカンファレンシングテクノロジーの配置および
使用はもはや時代遅れです。多種多様な使用案件に対応する豊
富な機能を備えたフレキシブルなクラウドベースの運用及び消
費モデルに移行しています。
クラウドサービスの採用が高い伸びを示した結果、今日の専門
家は、どこで働いていても、幅広いコミュニケーションアプリや
モダリティの中から選択することができます。ただし、オーディ
オなしでは会議を開催することができないのは事実です。
オーディオはあらゆる会議の基盤であるものの、どのようなオ
ーディオでも良い訳ではありません。オーディオは、自然、高品
質、信頼性が高く、かつ使い勝手のよいシームレスなものでな
ければなりません。
より自然な体験には、すべての参加者が会議室内において高度
の明瞭さを必要とします。リモートの参加者は使用されている
テクノロジーに左右され、二次的参加者的存在に位置付けては
なりませんリモートの参加者は、会話の中で聴くだけではなく、
耳を傾けられるべき存在です。

会議において最も頻繁に使用されるコミュニケーションモダリティ
コンテンツシェアリング
に続き

ビデオ

オーディオ

チャット

すべての会議参加者は、コラボレーションセッションにおいてアクティ
ブな参加者として十分に携わるために優れたオーディオが必要です。
将来のチームのために装備を整える
全体的なバーチャルカンファレンシング計画には、次のよう
なものが含まれるべきです。
スピーカーと
マイク

マイク内蔵の
ヘッドセット

COVID19前

リモートの参加者は使用されているテク
ノロジーに左右され、二次的参加者的
存在に位置付けてはなりません。リモー
ト参加者は、会話の中で聴くだけではな
く、耳を傾けられるべき存在です。

在宅勤務の従業員
が世界の従業員人口に占め
る割合（％）

COVID19後

>50%
5%

在宅勤務のコンタクトセン
ターエージェント
が世界のCCエージェント人口
に占める割合（％）

現在

30%

>50%
<2%

15%
資料: Frost & Sullivan.
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ステップ 4

シームレスなオーディオで自信を植え付けるとともに生 産 性を向上させること
統計によると、知識労働者は、毎月平均17時間を会議に費やしています(資
料：Sharp)。特に、分散した従業員やチームのつながりを維持する必要が増加し
ている状況では、この傾向がすぐに変わることはないと見受けられます。
• 会議の長さは、過去15年間に10％増加しました。
（資料：Bain & Co.)

シームレスオーディオが非接触型会議を創り出します
オフィス再開に際しての健康と幸福は、その他の措置の中でも、とりわ
け、共有面への接触を限定的なものとすることを義務付けます。
ユーザー

• 現在、会議の平均の長さは31〜60分間です。
（資料：Attentiv)

パソコンの接
続・切断

• 会議の参加者の平均の数は、9人です。
（資料：Attentiv)
• 参加者は、会議時間の33％が非生産的であると言っています。
卓上型オーディ
オデバイスのパ
• 上級管理職の70％は、会議が非生産的かつ非効率的だと言っています。
ワーサイクルまた
（資料：Harvard Business Review)
は再配置
（資料：Attentiv)

人々は会議に非常に多くの時間を費やすため、それが有効に費やされた時間
であることを確認することが重要です。会議の非効率性をなくすためには、高
品質のオーディオが不可欠です。
具体的には、会議室においてシームレスな高品質オーディオを提供すること、
集中度を高めるためにバックグラウンドノイズを除去すること、ミスコミュニ
ケーションによる誤りを減らすこと、情報を繰り返す必要を減らすこと、参加
者の疲労及びフラストレーションを軽減すること、リモート参加者を十分にデ
ィスカッションに取り込むこと、そして会議の長さを短縮し、同時に経費を低
減させること。
高品質で信頼性が高く、使いやすいオーディオソリューションは、会議の主催
者やゲストプレゼンターに自信をもたらします。これにより、カンファレンシン
グ機能（例えば、オーディオ、ビデオ、スクリーンシェア、ホストコントロール、
録音、チャットその他）を最大限に活用することを促進するとともに、よりイ
ンタラクティブで専門的に実施されるセッションを進めることになります。

集中を高めると
ともに接触を限
定する

会議室内のデバイス
の音量調整

管理者
オーディオ設定
の調整

ソフトウェアアップ
デート及びMACD
の実行

診断チェック
の実行

どこからでもフルコ
ントロールが可能

卓上型デバイス
の再配置
デバイスのリモート
電源オン・オフ
資料: Frost & Sullivan.
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ステップ 5

最高クラスのオーディオを使用して会議 室の有 効 性を促させること
豊かなクラウド・カンファレンシング・サービスの機能性を実感するた
めに、数多くの既存及び新設の会議室にアドホックで購入し配置され
る汎用スピーカー、
マイクその他のオーディオ設備が設置されていま
す。このようなアプローチでは、本来避けるべき「十分に優れた」オー
ディオのパフォーマンスを一貫性のある形で提供できません。
特定のスペースとユースケースについて最善の結果をもたらすために
は、慎重に考え抜いた設計が必要となります。一貫して高度の機能を
発揮するオーディオは、思い付きの製品や設置によってではなく、慎
重に考え抜いたうえでの計画策定とソリューションおよびシステムの
選択で成し遂げられるものです。天井、壁、そしてテーブルに設置さ
れ、またテーブルトップに置かれたオーディオデバイスは、構成から
設置、使用、管理およびモニタリングまで一体のシステムとして機能し
なければなりません。
ユーザーが採用を成功させるためには、それを正しく行う必要があり
ます。

83%

の専門家は会議を
開催し、協働する
ためにテクノロジ

ーに依拠してい
ます

87%

が会議室でのテクノ
ロジー面での障害
のため、イライラし、
ストレスを感じていま
す (資料：CBTS）

物理環境とその使用方法について十分に配慮することにより、ITチー
ムや施設チームは、各々の会議室に最適なオーディオシステムおよび
ソリューションを見極めるために必要な仕様を策定することができま
す。さらに、新しいテクノロジーと様々なブランドとの互換性を確保す
るためにオーディオシステムおよびソリューションは簡単にアップグレ
ードできるものであることが必要です。

あなたの会議室はどのように見えますか？
会議室用のオーディオデザインについて配慮すべきこと
会議室の音響性（例えば、会議室のサ
イズ、建築材料、インテリアデザイン、
家具、吊り天井など）
会議室内の参加者数

リモート参加者の出席

ビジュアルディスプレイの配置

使用するコラボレーションツール（オーデ
ィオ、ウェブ/ビデオカンファレンシング、コ
ンテンツ共有）
可能性のある雑音源（例えば、薄い
壁、人の行き来が激しい廊下など）
設置、使用及び管理
の容易さ
資料: Frost & Sullivan.

ビジネスにとってバーチャルにコミュニケートできる
ことはこれまで以上に重要となっています。高品質の
オーディオなしには会議は効果的に機能しません。
そのため、スケーラブルなインフラストラクチャに投
資することにより、如何なる規模のビジネスであれ、
変貌しつつある市場要因と向き合うことで、成功に向
けてより良い位置に立つことが可能となります。
—Shureのグローバル統合システムセールス担当バイスプレジデント、ジム・シ
ャンツ
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ステップ 6

エコシステムアプローチを採用すること
企業が、シンプルな展開、直感的な操作、主要なコラボレーションプラットフォームとのシームレスな互換性を主な狙いとするAVテクノロジーの採用
を増加させるにともない、カンファレンシングエコシステムはこれまで以上に重要になっています。
マイク、スピーカー、DSP、ソフトウェアおよびアクセ
サリのすべてがシームレスに連携して働かなければなりません。エコシステムは、その場所の如何に拘わらずAVカンファレンシングを統合し、すべて
の会議室の複数のオーディオシステムのアーキテクチャー全体として融通性のあるものでなければなりません。

画一的な対応では巧くいかないこと

認証が鍵となります

特に多様なオーディオのニーズに関して、画一的な対応では巧くいかな
いことは絶対的な真実です。ほとんどの組織には、様々なサイズ、構成
および目的の会議室があります。同じマイク、スピーカー、プロセッサー、
コントローラおよび会議室に備え付けられたコンピューティングは、重
大な妥協を覚悟しない限り、異なる会議室の仕様に十分に対応すること
は不可能です。

オーディオソリューションが認証済であることは、大きな安心感を提供
します。認証を受けるためには高度なオーディオデバイスが主なクラウ
ドカンファレンシングプラットフォームとの間の相互運用性および統合
に係る高度の基準を満たすことを確実なものとするため、パーフォーマ
ンス、信頼性その他に係る厳格なテストを経ることが要求されます。こ
の保証は、競合が満ち溢れている市場において、認定されていない代替
製品に対する強力な差別化を提供するものです。

オーディオソリューションは、複雑さを増したり、機能性を犠牲にするこ
とのない形で各々の会議用のスペースやユースケースにピッタリな対応す
るものでなければなりません。単一のソースプロバイダが提供する相互
運用可能な複数のデバイスは、相異なる会議室の要件を効果的に支援
するソリューション又はシステムとして連携して機能することが想定され
るものです。

なんらかのカンファレンシングサービスに接続された会議室でのオーデ
ィオパフォーマンスを最適化するとともに、そのオーディオ管理を合理
化し、ユーザーの採用を促進するためには、テクノロジー投資に係る利
害関係者は、認証済のオーディオデバイスの標準化を最優先事項とし
て強調しなければなりません。

標準ベースのルームオーディオシステムは、
マイクロソフトチームズ、シス
コウェブエックス、ズームその他の会議用プラットフォームなど、様々な
カンファレンシングサービスと統合することが想定されるものであり、
組織がユースケースに応じて、双方のソリューションエレメントの最善の
ものを選択することが可能となります。

資料: Frost & Sullivan.
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エコシステムで標 準 化すること
単独又は複数の会議用スペースに装備を配置するのかどうかにかかわらず、単一の最高クラスのプロバイダに標準化することにより、次のようなこ
とが可能となります：

標準化に際しての5の焦点領域

会議室にフィットするこ
と
会議室の様々な仕様に応
えるために連携して作動
するコンポーネントを組み
合わせて調和させるため
のハードウェアとソフトウ
ェアのカタログ
テーブル内、卓上、壁、お
よび天井に取り付ける導
入オプション
会議室の美観および建築
に適うように巧みに設計
された複数のディスクリー
ト・デバイス
調整可能なマイクとスピー
カーのカバレッジ

一貫性のある体験
コンポーネント全体につ
いて一貫性のある構成お
よび導入のオプション
すべての会議室において
ユーザー、管理者および
ゲストにとり一貫して信頼
できるエクスペリエンス
どの会議室であってもユ
ーザーのトレーニング時
間を短縮する標準化され
たエクスペリエンス

何処からでも管理

セキュリティ

ルームコンピューティン
グ

ネットワークに接続された
部屋のコンピューターや
デバイスへのリモートアク
セスで部屋や場所を超え
た拡張性

ハードウェアおよびソフト
ウェア要素全体に係る統
一されたセキュリティサポ
ート

プロセッサへの負荷が高
いカンファレンシング用に
設計されたコーデックス
を備えた室内用PC

役割ベースの管理者によ
るデバイスへのアクセス

異なるサイズの会議室に
適うように構成可能なDSP
サポート

ウェブベースの管理、監
視、およびトラブルシュー
ティングツールによるサポ
ートの効率および稼働時
間の向上
個別またはシステムとして
管理できるコンポーネン
トのエンドツーエンドカ
タログ
幅広いサポート、より迅
速な対応、そして敏速な
カスタマイズ化のための
マルチレベルの管理者ア
クセス

会議室内および会議室間
におけるオーディオの暗
号化

どのような会議室用コン
ピューターであっても高性
能のオーディオ配信用の
ダンテエンドポイントに変
換するためのファームウェ
アのサポート

資料: Frost & Sullivan.
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ステップ 7

所有権、経 験、標 準 化、及び相互 運用性に注目すること
テクノロジーの購入者と投資について影響力のある者は、その特定のニーズ
に最適なソリューションを確認するためにデューデリジェンスを行わなけれ
ばなりません。
現在利用可能なオプションの長いリストも、次の属性に注目すれば容易に絞
り込むことができます。
• 所有権の強化は、プリパッケージされたソリューションバンドルを通じて
購入プロセスを簡略化する単一のソースプロバイダーを通じてメリットを
もたらします；導入をスピードアップすることにより価値実現までの時間
を早めます；サポートについて単一の連絡先として機能します；そして将
来の拡張およびアップグレードのロードマップを作成するのに役立ちま
す。
• 標準化は、監視および管理ユーティリティの共通セットを提供するもの
であり、何時でも、また、何処からでも実行される日常的なITタスクを効
率化します；ヘルプデスクチケットを減らします；すべての会議室のハー
ドウェアおよびソフトウェア全体についてオーディオ暗号化により、統一
的なセキュリティを確実なものとします；そして、組織全体の会議につい
て一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを確実なものとします。
• 相互運用性は、単一のベンダーによるオーディオエレメントと人気のあ
る第三者のカンファレンシングサービスとの間に高度の機能性を提供す
るものであり、使用およびユースケースの範囲を拡張するとともにROIを
高めることになります。

エコシステムアプローチをさらに詳しく検討すると高品
質のオーディオ投資の価値とROIを向上させることに役
立つより多くの利点が明確になります。
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シリコンバレー
3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054
電話 +1 650.475.4500

サンアントニオ
7550 West Interstate 10
Suite 400
San Antonio, TX 78229
電話 +1 210.348.1000

ロンドン
566 Chiswick High Road
London W4 5YF
電話 +44 (0)20 8996 8500
Growth Partnership Company (成長を支援するパートナー会社) である Frost ＆ Sullivan は、お客様と協力して、
明確なビジョンを持ったイノベーションを活用し、今日の市場への参入を左右するグローバルな課題とそれに関連す
る成長機会に対処します。フロスト＆サリバンは50年以上にわたり、グローバル1000企業、新興企業、公共機関、
投資業界向けの成長戦略を開発してまいりました。あなたの組織は次にやってくる激しい波―業界のコンバージェ
ンス、破壊的技術、ますます苛烈になる競争、メガトレンド、画期的なベストプラクテ ィス、変化しつつある顧客ダイ
ナミクス、新興経済――への準備は整っていますか？許可に関する詳細については、以下の宛先に書面でお問い合
わせください。
転用許可に関する情報については、書面で下記にお問い合わせください:
Frost & Sullivan
3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054

