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新しい日常
ハイブリッドな働き方によって、従業員は場所に縛られることなく、柔軟かつ効率的
に、業務を進められるようになりました。また、チーム間のコラボレーションも促進さ
れています。感染拡大に加え、以前からのトレンドも背景となり、ハイブリッド ワーク
は新しい日常のなかに定着しつつあります。 

ハイブリッドな働き方

こうした変化に伴う影響は、今後もあらゆるところで見られることになるでしょう。
住宅にはホーム オフィスが設置されるようになり、リモート ワークを基本とする方
針はより拡大していくでしょう。チームとのコラボレーションは、リモートで行われる
ことが増えると考えられます。 

しかし、ビジネスレベルのコミュニケーションに対するニーズが変化することはあり
ません。自社オフィスの設備投資だけではなく、組織は、すべての従業員に対してエ
ンタープライズ レベルの一貫した環境を提供する必要があります。在宅勤務でも、
コワーキング スペースでも、会社のオフィスでも同様です。

この大きく変化していく時代の中で、成功をつかむには、従業員がどこにいても業
務を遂行できる環境を整える必要があります。そのためには、デバイスの配備とソフ
トウェアのアップデートを両立し、安全かつプロフェッショナル レベルの勤務環境
を提供することが重要です。シンプルなことだと思いませんか？

34% の従業員
が新型コロナウイルスの感染拡大以前から在宅勤務を開始

70%の従業員
が現在、在宅勤務を実施 (Nemertes 社の調査による 1)

74 %のCFO
が従業員の一部を恒久的なリモート ワ
ークに切り替えることを検討 (Gartner 
による2)
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現代の環境における 
課題
職務やロケーション、コミュニケーションのスタイルにかかわらず、全従業員の接続
と通話を維持するのは IT 部門の責任です。 

クラウド コミュニケーションやコラボレーション プラットフォームにより、ハイブリッド
な働き方の実現可能性はかつてなく高まりました。従業員たちは、会議室で対面す
るのと同じくらい簡単にビデオ越しで連携することができるようになっています。パー
テーション ブースからでも、あるいはダイニング テーブルからでも、効果的なカスタ
マー サポートを提供できます。 

30%
の企業

が適切なクラウド コラボレーション ツールにより 
企業の生産性が向上すると回答3 

しかし、コンシューマー向けのハードウェアは、まだビジネスのニーズには対応でき
ていません。 

結果として、従業員の生産性やエンゲージメントが制限され、企業イメージにも
影響を及ぼすかもしれません。 

ハイブリッドな働き方を実現するには、あらゆるワークスタイルやワークスペー
スにおいて、クラウド コミュニケーション プラットフォームの音声機能や映像機
能の力を最大化する、プロフェッショナル レベルのソリューションが必要です。 

ノート PCに搭載されたカメラやスマートフォンのマ
イクは友人とのおしゃべりに利用するには問題が
ありませんが、クライアント、顧客、患者、学生とい
った相手との対話の場合には低品質のビデオや周
囲の騒音により、最適な体験を提供することができ
ません。
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ワークスタイルとワークスペース
働き方は人それぞれです。部門や職務、環境、従業員ごとに、コミュニケーションに対する要望はそれぞれ異なります。 

同様に、オフィス デスクに対するニーズは会議室に対するニーズとは大きく異なります。ハードウェアに関しては、ワー
クスタイルとワークスペースごとに従業員の職務遂行能力を最適化できるよう、慎重に検討する必要があります。

従業員に関する主な検討事項

ワークスタイル 
従業員の 91 % は 、 1 日の大半をどこで過ごすか 、 コミュニケ 
ーションに何台のデバイスを利用するか 、 業務中にどのよう 
な課題に直面するかに応じて 、 それぞれ 7 つのペルソナを 4 
に分類することができます 。
 
ワークスペース 
職場にいる人々の体験とそれ以外の場所にいる通話相手の体
験の双方を検討しましょう。小規模なハドル スペースと従来の
会議室とでは、音声と映像に関するニーズは異なります。 プラ
イベート オフィスや自宅の場合は、 カスタマー サポートのオフ
ィスなどの人が密集した環境で求められる騒音の制御テクノロ
ジーは必要ないかもしれません。 

“
CARLOS GATÓ

「効果的なコラボレーションとコミ
ュニケーションを実現するテクノロ
ジーは、地理的な障壁を無くすこと
ができます。しかし、画一的なソリュ
ーションを強いるのではなく、ヘッ
ドセットやデバイスにより個々のワ
ークスタイルに適合することで、従
業員の生産性を高めることが重要
であると考えています。」

LCRcom、COMMERICAL DIRECTOR (スペイン)
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IT 管理
主な検討事項

多数のデバイスのプロビジョニングと管理を行う能力があるかどうかが、ハイブリッドな働き方をシームレスに実
現できる企業と、そうでない企業の差となるでしょう。ソリューションの評価にあたっては、以下の 4 つを考慮する
ことが大切です。

デバイスの監視と
管理 
モニタリングやインサイト
に関するソリューションを
利用することで、デバイスの
状態を把握しつつ、エンド
ユーザーの要望を満たし、
成果を出すことができます。
問題のトラブルシューティ
ングを迅速に行い、パフォ
ーマンス情報を常に集約す
ることができます。

相互運用性 
社内のコミュニケーション
にどの UC プラットフォーム
を選択する場合でも、ユー
ザーは様々なクライアント、
パートナー、見込み顧客と
接続するために、複数のプ
ラットフォームを使用しな
ければならないことがあり
ます。すなわち、あらゆるプ
ラットフォームとの連携を
同水準で実現できる、柔軟
性の高い音声や映像技術
が必要となります。

サービスとサポート 
従業員が複数の場所で仕
事をしていると、IT 部門は
さらなるサポートを求めら
れることがあります。UC ベ
ンダー、デバイス メーカー、
コンサルタントは、適切なク
ラウド コラボレーション プ
ラットフォームやデバイスを
提供するだけでなく、ネット
ワークやセキュリティ、リモ
ート監視機能に加えるべき
変更など、あらゆる面から
サポートします。

セキュリティ 
サイバー攻撃への対策
や、HIPAA、GDPR、ISO といっ
たデータ プライバシー規制
の遵守のため、企業はセキ
ュリティを最高水準に維持
しなければなりません。こう
した理由から、エンドポイン
トであるすべての通信デバ
イスの、定期的なモニタリ
ングと強化を実施すること
が重要です。
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POLY のエンド ツー エンド 
ソリューションとは

従業員のコラボレーションと生産性をサポートできる、ハイブリットな職場環境を構築するためには、購買、導入、サポートまでをスムーズに実
現できる、戦略的パートナーが必要です。 

ここで、Poly の出番です。Poly では、ヘッドセットやビデオ会議システム、デスク用および会議用の電話機、管理ソフトウェア、グローバルなサービ
スとサポートなど、あらゆるワークスタイルやワークスペースに対応するソリューションを幅広く取り揃えています。

“
ALAA SAYED

「多くの企業では今後もリモー
ト ワークが継続されることか
ら、多様な UCC 統合デバイスへ
のニーズは引き続き最優先事
項として扱われるでしょう。自
宅やオフィス、その他あらゆる
場所で利用できる、幅広いデバ
イスのオプションがあるという
点で、Poly は他の追随を許しま
せん。」

FROST AND SULLIVAN、 
INDUSTRY DIRECTOR

あらゆるワークスタイルとワークスペースに対応する 、 エンド ツー エン 
ドのソリューションおよびサービスのポートフォリオ 。

ビデオ会議
CONFERENCE HEADSETSDESKTOPVIDEO SERVICES
音声会議 デスクトップ電話機 ヘッドセット サービス
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自席で (自宅またはオフィス)
POLY のワークプレース ソリューション

従業員は、人々の集まるオフィスでも、あるいはホーム オフィスでも、プロフェッショナルとしてのコミュニケーションを実現
する必要があります。 どこで業務を遂行する場合でも、卓越した水準での接続とコラボレーションをシンプルに実現します。 

プレミアム有線 UC ヘッドセット
VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225

VOYAGER 6200 UC EAGLEEYE MINI
HD ビデオ会議用カメラ

CALISTO 5300

CCX 400
エントリーレベルのタッチスクリー

ン搭載電話機ステレオ Bluetooth® 
ヘッドセット

Poly の製品スペシャリストが 、 貴社のニーズを満たす最適なソリューションをご提案します 。

Bluetooth® 
ネックバンド ヘッドセットット パーソナル Bluetooth® 

スピーカー
フォン

USB ヘッドセット
BLACKWIRE 5200シリーズ
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外出先
Poly のモバイル ソリューションは、卓越したノイズ キャンセル機能と非常に優れた音
質により、従業員がどこで働いていても、プロフェッショナルな音声を提供することが
できます。 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC
VOYAGER 5200 OFFICE およ

び UC シリーズ

CALISTO 5200
有線パーソナル スピーカーフォン

CALISTO 3200
有線パーソナル スピーカーフォン

Bluetooth® 
ステレオ ット ヘッドセット Bluetooth® 

ネックバンド ヘッドセット モノラル Bluetooth® 
ヘッドセット シ

ステム

POLY のワークプレース ソリューション

Poly の製品スペシャリストが 、 貴社のニーズを満たす最適なソリューションをご提案します 。



10

会議室では、非常に重要な会話が交わされることがあります。プロダクション ルール
の自動化、ワンタッチや音声アシスタントによるシンプルな操作で、誰でも簡単かつ安
全に接続ができます。

Poly Studio X50
オールインワン ビデオ バー

G7500
ビデオ会議システム

EagleEye Director II
高性能 HD ビデオ カメラ

SoundStructure C シリーズ
設置型音声ソリューション

G40-T
Microsoft Teams 向けの会議室シ

ステム

TRIO C60
スマートな音声会議システム

会議室
POLY のワークプレース ソリューション

Poly の製品スペシャリストが 、 貴社のニーズを満たす最適なソリューションをご提案します 。
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リモートからの参加者と行う、急なミーティングから定期的なミーティング
まで、小さなスペースでも大人数での会議を実現できます。 

Poly Studio X30
オールインワン ビデオ バー 

Poly Studio X50
オールインワン ビデオ バー

Poly Studio
高性能の USB ビデオ バー

EaglEeye Cube Trio 8300
スマート ビデオ会議用カメラ スマートな音声会議システム

ハドル スペース
POLY のワークプレース ソリューション

Poly の製品スペシャリストが 、 貴社のニーズを満たす最適なソリューションをご提案します 。
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コール センター
顧客エンゲージメントにおいて、コール センターは会社の「声」としての役割を担
います。実現しうる限りで最高品質の対話を提供するためにカスタマー サービス
のスタッフが求める、明瞭なコミュニケーション体験を可能にします。 

ENCOREPRO 700 シリーズ
カスタマー サービス向けヘッド

セット

ENCOREPRO 500 シリーズ
カスタマー サービス向けヘッドセット

BLACKWIRE 8225

VVX 350 EAGLEEYE MINI

プレミアム有線 UC ヘッドセット

6 回線対応のミッドレンジ IP 固定
電話機

HD ビデオ会議用カメラ

POLY のワークプレース ソリューション

Poly の製品スペシャリストが 、 貴社のニーズを満たす最適なソリューションをご提案します 。
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IT ツール
ユーザーを成功へと導く大きな要素は、使いやすさ、信頼
性、品質です。しかしこれらの要求に応えるには、IT 部門が
コラボレーション資産を管理するツールを、利用すること
が必要です。パブリック クラウド、プライベート クラウド、ハ
イブリッド クラウドのどれを利用する場合でも、Poly はコ
ラボレーションのためのデバイス スイートの展開、管理、
監視、トラブルシューティングの一貫したソリューションを
提供します。

PLANTRONICS 
MANAGER PRO 
クラウドベースのサービス
で、IT 管理者はヘッドセット
の配置を容易に管理、監視
できます。IT 部門はインサイ
トの活用により、明確な導
入計画を立てることができ
ます。 

POLY LENS
クラウドベースでビデオと
ビデオ エンド ポイントの管
理と洞察を行います。どこか
らでも構成と監視を行うこ
とができ、傾向や導入に関
するインテリジェントなイン
サイトを 活用します。

REALCONNECT 
クラウドベースのサービ
スにより、従来のビデオ会
議システムを Microsoft 
Teams や Skype for 
Business に接続します。

CLARITI 
プライベートクラウドに展
開されるオールインワン
の会議プラットフォームで
す。Clariti は、管理、ブリッ
ジ、通話シグナリング、ビデ
オ アプリといった企業がビ
ジュアル コラボレーションに
求めるすべてを提供します。
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UC プラットフォーム 
相互運用性
現代において、ユニファイド コミュニケーションは世界の基盤となっていま
す。感染が拡大する中、Microsoft Teams、Zoom、GoToMeeting といった多くの
プラットフォームは、従業員や顧客とつながる為だけではなく、事業運営に
とっても非常に重要なものとなりました。 

標準ベースの相互運用性を備える Poly のソリューションにより、従業員は 
UC プラットフォーム間の切り替えを簡単に行うことができます。誰でも簡
単に使用できる直感的なインターフェースなら、IT サポートのニーズを減
らし、設備投資へのリターンを最適化することができます。

さらに、Poly のデバイスは業界トップクラスの UC プラットフォームである 
Microsoft Teams　や Zoom とネイティブに統合可能です。これによりユーザ
ー インターフェースの一貫性が保たれ、従業員がデバイスを交換する際の
手順も簡素化されます。 
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テクノロジー  
革新
Poly は Plantronics と ポリコムという 2 つの既
存ブランドからイノベーションという遺産を引き
継ぎ、両者の力を融合させます。研究と開発に
基づくテクノロジーと、幅広い経験値が、Poly の
差別化要素となっています。Poly によるイノベ
ーションの一部をご紹介します。

POLY NOISEBLOCKAI
高度な機械学習アルゴリズムを活用し、会議中に参加者が発言している間にも、不要な騒音を特定
し排除します。大きなタイピング音や紙をめくる音、廊下の騒音などで会議の進行を妨げられること
は、もうありません。 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
目に見えないドームを作り出すことで、ドーム内部の音声は明瞭に聞こえる一方、外側の音は聞こえ
なくなります。Poly Acoustic Fence を Poly のヘッドセット、電話、会議室ソリューション上に導入するこ
とで、周囲の騒音など 、 集中を乱す騒音を遮断します 。

POLY PRESENTER TRACKING
発言中の参加者をフォーカスし、自動的にトラッキングすることで、常に話者をカメラの中心にとらえ
ることができます。身体を動かすインストラクターにも使いやすく、遠隔の生徒に教室のような体験を
提供できます。 

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING
会議室で発言中の参加者にカメラをフレーミングおよびズームし、別の参加者が発言を開始すると
自動的に切り替えを行います。メンバーが遠隔操作や事前設定に苦労することもありません。Poly 
Speaker Framing は TV の制作ルールを活用し、チーム メンバーを最適な状態でカメラにとらえます。 

アクティブ ノイズ キャンセル
周囲の騒音を遮断してから音声を提供します。ヘッドセットに入ってくる音波の逆位相の音波を発す
ることで、騒音に気を取られることなく 、 会話に集中できます 。 

ALEXA FOR BUSINESS INTEGRATION
ボタンに触れずに Alexa for Business を会議に参加させることができます。このような安全性や利便
性に優れたイノベーションにより、この画期的な音声コマンド機能は、役員会議室または外出先な
ど、どこからでも取り入れることができます。



16

POLY の独自性

ヘッドセット、 
ビデオ、電話に対するニーズを 

オールインワンで解決 
あらゆるワークスペースやワークスタイ

ルに対応するヘッドセット、ビデオ会議シ
ステム、音声会議システムの広範なソリ
ューション ポートフォリオをご用意して
います。複数の契約、サービス、ハードウ

ェア、サポートの調整に労力を割くことな
く、すべての従業員や環境に適した  
デバイスを見つけることができます。

90%
の Fortune 500 企業
が、コミュニケーションとコラボレーションに 
Poly の製品やサービスを活用。その理由は次の
とおりです。 

ご希望のプラットフォームに
統合可能

あらゆるプラットフォームに対応する
広範な相互運用性を備え、Microsoft 

Teams や Zoom といった主要プラットフ
ォームとも細部に至るまで統合可能で
す。万が一、プロバイダーを変更するこ

とになった場合でも、大規模なハードウ
ェアのリプレースをせずに、 

資産を保護することができます。

比類ない 
品質

高品質かつ自然な映像と音声を提供す
る HD カメラやオーディオ デバイスを用

意しています。これにより 
チームの会議の生産性が向上し、顧客

とのコミュニケーションの品質も改善す
ることができます。 

将来を保証する
コミュニケーション 

主要な UC プラットフォームと強固な
関係性を築くことで Poly のテクノロジ
ーは常に将来の働き方のトレンドを活
用する準備を整えています。継続的な
イノベーションを推進し、企業のビジ
ネス ニーズに対応できるようソリュー

ションを拡大しています。

世界中の各地域で 
サポートを提供

企業や従業員の勤務場所を問わず、
各社の市場、言語、タイムゾーンに

合わせて Poly の専門家や Preferred 
Channel Partner がサポートを提供し

ます。 



働き方の
未来を創り出す
今こそ、ハイブリッドな働き方の戦略を考える時です。まずはこのガイドを活用し、ワー
クスペースの設計や社員に適したテクノロジーの選定を行って、ビジョンを充実させま
しょう。 

Poly は、人々が最適につながることで、最大限にパフォーマンスを発揮できるよう、貴
社をサポートします。革新的テクノロジーやコンサルティングのサービスにより、従業員
のニーズや行動の変化に対応したハイブリッドな働き方のための戦略を立案、設計、
展開、最適化、サポートするのをお手伝いします。  

従業員が、オフィスや外出先、あるいは家庭などどこにいる場合でも、視聴や共有を簡
単に行える環境を構築します。

POLY がお手伝いします。

©2020 Plantronics, Inc. All rights reserved.Polyおよびプロペラのデザイン
は、Plantronics, Inc.の商標です。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰
属します。 12.20 917945
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“
BIRGIT KÖTHER

「Poly による先進的なオフィスの取り組みで、
我が社の社風は大きく変化しました。オフィス
は単に従業員が働く場所ではなく、彼らがどこ
にいても、同僚や顧客とつながってコラボレー
ションすることができる、活発でソーシャルなス
ペースになったのです。」 

INSIGHT、EXPERIENCE AND FACILITIES LEAD (ドイツ) 

詳細は POLY.COM へ


