ビジネス向けヘッドセットにおける
テクノロジー イノベーション リーダー
（グローバル）

Frost & Sullivan のアナリストとコンサルタントからなるグロ
ーバル チームは、さまざまな分野と地域にわたり、広範な市場
調査を継続的に実施しています。この調査では、新しいテクノ
ロジーの追求と投資を常に行う企業が、より効果的な顧客対応
や業界平均を上回る成長を実現していることを明らかにしてい
ます。
Frost & Sullivan 会長、David Frigstad

意義

認定条件

確固たる商業化戦略を掲げ、技術的にも充実した企業
は、高品質かつ革新的な製品を開発して利益を得てい

テクノロジー イノベーション リーダーシップの認定に

ます。それにより、ブランドの名声を高め、市場で抜

あたっては、顧客が最も重要視するハイテク ソリュー

きん出た地位を確実なものとすることができるのです。

ションの開発と導入に成功し、プロセス面で業界やビ
ジネス環境を塗り替えた企業が選出されます。このよ
うな企業は、未来のテクノロジーやその活用方法を形
作ることができます。最終的には、テクノロジーの活
用の度合いと、ビジネスの成長に及ぼす影響の度合い
により、成功の程度が判定されます。
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背景と企業のパフォーマンス

業界としての課題
Frost & Sullivan は、グローバルなビジネス向けヘッ
ドセット市場の CAGR (年平均成長率) が、2019 年か
ら 2026 年で 11.1 % になると予測しています。また、
2026 年末までの市場の
総収益は、約 30 億ドルに達すると見込んでいます。
2019 年はビジネス向けヘッドセット分野においては
前例のないほどの革新的な年となり、ほぼすべての
ヘッドセット カテゴリーで多くの新しい製品が提供
され、音声の送受信における高度な ANC (アクティブ
ノイズ キャンセル) テクノロジーへの注力、接続性の
向上、フォーム ファクターの洗練、進化し続ける各

USB ヘッドセットおよび UCC ヘッドセット需要の思

種内蔵機能の採用などが見られました。2019 年には、

わぬ高まりの結果、主要なヘッドセット ベンダーの

ビジネス向けの PC USB ヘッドセットおよび UCC ヘ

すべてが、チャネルにおける在庫の急激な減少に見

ッドセットの売上が 14.3 % の伸びを見せ、 9 億

舞われ、2020 年 4 月から 6 月までの製品の受注残が

6,940 万ドルの収益を達成し、ビジネス向けヘッドセ

相当な水準となったことを報告しています。コロナ

ットの全収益の 68.8 % を占めました。デスクトップ

禍により在宅勤務を余儀なくされ、主要ヘッドセッ

でのビデオ会議などのソフトウェアベースの通信と

ト ベンダーの製造設備が一時的に閉鎖されたことで、

コラボレーション サービスの導入が急速に進んだこ

市場ではサプライ チェーンに多大な影響を及ぼす中

とで、この市場セグメントの堅実な成長がさらに加

断が生じました。ビジネス向けヘッドセットに対す

速しました。ビジネス向けヘッドセット市場が今後 7

る前例のない水準での需要増に対応し、コロナ禍に

年間で成長していくことが明らかである一方、その

よる業務の中断が引き起こした課題を克服するため、

成長率は、現在業界が抱えるさまざまな課題の影響

業界を牽引するベンダーは不眠不休で業務に取り組

を受けることが予想されます。2020 年の新型コロナ

み、ヘッドセットの供給における問題を解消してき

ウイルス感染症の感染拡大と在宅勤務 (WFH) の増加

ました。

により、クラウド型の通信およびコラボレーション
サービスと、ビジネス向けヘッドセットのいずれに

ビジネス向けヘッドセット業界におけるもう 1 つの

対する需要も、かつてない水準まで拡大しています。

大きな課題は、RJ9 接続対応製品 (固定電話にのみ接

コロナ禍による、ビジネス向け PC

続可能なヘッドセットなど) の収益の明らかな減少で
す。RJ9 接続にのみ対応したビジネス向けヘッドセ
ットの収益は、2019 年に 13.8 % 減少し、4 億 3,870
万ドルという結果でした。
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RJ9 のみに対応したビジネス向けヘッドセットの販売にマイナ
スの影響を及ぼしたのは、主にソフトウェアベースの通信およ
びコラボレーション サービスの着実な成長と、固定電話の利
用の減少という傾向です。

Frost & Sullivan の新たな調査によると、ビジネス

一般消費者向けヘッドセットがビジネス向け途にも進出し始め
ており、ビジネス向けヘッドセットの全体的な市場機会が縮小
しています。IT のコンシューマライゼーション、在宅勤務の新
たな拡がり、若手社員に支持されるモバイル Bluetooth 製品の

向け PC 用 USB ヘッドセットと UCC ヘッドセット
の収益は今後 4 年間で 2 倍以上になると予測される
一方、RJ9 のみに対応するヘッドセットの収益は、
同じ期間でほぼ半減すると見込まれています。

台頭による影響で、一般消費者向けヘッドセットがビジネス向

ICT インダストリー ディレクター、

け環境にも進出し続けており、エンタープライズ レベル向け

Alaa Saayed

製品の成長にマイナスの影響を及ぼしています。有線ヘッドセ
ットについては、顧客が価格に対してますます敏感になってい
るため、PC 用のコンシューマーグレード PC 向け USB ヘッド
セットのような、よりコストの低いモデルの検討を多数の企業
が強いられています。

モバイルについては、モバイル統合型通信とコラボレーション
サービスの成長により、企業は Bluetooth ヘッドセット製品を
検討する際、従来のビジネス向けヘッドセット ブランドの先
に目を向ける必要があります。

このような変化の激しい時期において、テクノロジー革新に注
力する市場関係者は、高度な UCC ソリューションの課題に対
処する準備が整っており、新たなテクノロジーを活用して、音
声の品質とエクスペリエンスを大幅に向上させます。テクノロ
ジー イノベーション リーダーは、さまざまなユーザーからの
増え続ける要求を真摯に受け止め、ユーザーのペルソナに応じ
て最適な製品を開発しています。最終的には、UCC 体験を向
上させる革新的なリーダーが、将来的な成功を手に入れるうえ
で有利な立場に立つことができます。
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テクノロジーの活用とビジネスへの影響
Frost & Sullivan は、ビジネス向けヘッドセット市場に

過去 18 か月において、Poly はビジネス エンドポイン

おける優れたイノベーションの継続的提供という功績に

トを中心にデジタル変革を実施している組織の、ニー

基づき、Poly (旧 Plantronics) をテクノロジー イノベー

ズに応え続けるというビジョンを設定しました。同社

ション リーダーに認定できることを嬉しく思います。

は 9 種のビジネス向けヘッドセット製品/シリーズを発

Poly は過去 18 か月のうちに 9 つのビジネス向けヘッド

表しています。

セット製品/シリーズを新たに展開し、既に盤石であっ
たデバイス ポートフォリオをいっそう拡大し、さまざ

Blackwire 8225 シ リ ー ズ は 、 先進 の ハ イブ リ ッ ド

まなカテゴリーで業界初の試みを実現してきました。同

ANC テクノロジーと Acoustic Fence 技術によりユーザ

社は市場を席巻し、多様なユーザー環境で活用できるテ

ーと通話相手の双方で優れたノイズ軽減を実現する、

クノロジーを開発。さらなる顧客を獲得するとともに、

高品質有線 PC 向け USB および UCC ヘッドセットで

成長の可能性を押し広げました。

す。このシリーズには、Microsoft Teams 専用のインラ
イン コール コントロール ボタンを備えた、Microsoft
Teams バ ー ジ ョ ン も 用意 さ れて い ます 。 Blackwire

革新に向けたコミットメント

8225 は、市場で初めてハイブリッド ANC を搭載した

Poly は、売上の市場シェア 44.2 % を誇るビジネス向

ビジネス向け有線 PC USB/UCC ヘッドセットです。

けヘッドセットのグローバル リーダーという名声に甘

Blackwire 7225 は、ANC を搭載した有線ブームレス

んじることなく、テクノロジー革新に常に全力で取り

PC USB および UCC ヘッドセットです。先日、本デバ

組んでいます。同社は 50 年以上にわたり堅実な実績

イスは Microsoft Teams による認定を受け、市場で初

と高い顧客満足度を達成しながら、収益の約 10.0 %

めての Microsoft Teams 対応ブームレス有線 ANC ヘッ

を R&D (研究開発) に投資しています。Poly は、まだ

ドセットとなりました。

叶えられていない顧客の要望に対応するため、ポート
フォリオを拡大し続けています。

Blackwire 3300 シリーズは、有線モノラル/ステレオ
PC USB および UCC ユニットの 16 のヘッドセット モ
デルで構成されています。Microsoft Teams や Skype
for Business のユーザー向けに、このシリーズのすべ
てのヘッドセットは、インライン コール コントロール
内 に 専 用 の Microsoft Teams ボ タ ン を 搭 載 し た
Microsoft 認定バージョンとなっています。
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“現在、世界で最も広範かつ技術的に進歩したビジネス向けヘッドセットのポートフォリオを誇る企業の 1 社が Poly
であることは、疑いようがありません”

ICT インダストリー ディレクター、Alaa Saayed

Voyager 4200/5200 Office シリーズは、市場で初めて
となるベース ステーション付属マルチ接続コードレス
Bluetooth ヘッドセットで構成されています。Voyager
4200 と Voyager 5200 Office シリーズはいずれも、1 ウ
ェイ ベースによる固定電話のみへの接続、または 2 ウ
ェイ ベースによる固定電話と PC への接続、さらには
携帯電話との接続オプションを提供します。Voyager
4200 Office シリーズは、ステレオとモノラルのヘッド
バンドによる装着、Voyager 5200 Office シリーズは耳
か け 式 の 装 着 と な り ま す 。 Voyager 4200 お よ び
Voyager 5200 Office シリーズには、Microsoft Teams
認定バージョンがあります。Voyager 4200/5200 Office
シリーズには、装着方法、接続オプション、Microsoft
Teams 認定の有無に応じて 21 のモデルが用意されて
います。
Voyager 4245 Office シリーズは、ベース ステーショ
ン付属のコードレス Bluetooth ヘッドセットで、業界
初のスリーインワン型コンバーチブル装着オプション
を提供します。本製品は Bluetooth を介して、固定電
話、PC、携帯電話のいずれにも接続可能で、ヘッドセ
ットに付属する交換可能バッテリーにより、制限のな
い連続通話時間を実現します。Voyager 4245 も、専用
の Teams ボタンを搭載した Microsoft Teams バージョ
ンを提供しています。
EncorePro 300 シリーズは、EncorePro 320 QD/USB、
モノラル EncorePro 310 QD/USB の 4 つのモデルで利
用できる、エントリー レベルのコール センター向け有
線ヘッドセットです。
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用途の多様性

Poly は"それぞれの用途に適したビジネス向けヘッドセ

いつでも快適な柔らかいイヤー クッション、高度なノ

ットを"というコンセプトを掲げ、市場をリードしてい

イズ キャンセル、より豊かな対話のための広帯域音声、

ます。また、同社はビジネス ワーカーを分類するため

超軽量設計、ノイズレベル制御を実現しています。現

に"職場のペルソナ"という概念を活用し、手つかずのコ

在、EncorePro のポートフォリオを構成するデバイス

ミュニケーションのニーズに取り組んでいます。"リモ

(EncorePro 300、EncorePro 500、EncorePro 700)

ート ワーカー"、"いつでも連絡が取れるマネージャー

は、優れたデザインや堅牢性、快適さ、高音質といった

"、"オフィス ビジネス パーソン"、"外回りの多いビジ

理由で、世界中のコンタクト センターで高く評価され

ネス マン"のいずれに対しても、Poly は広範なソリュー

います。

ションを用意し、さまざまな要望に対応しています。
複数の製品ファミリー (Blackwire、Voyager、

ビジネス向けコードレス ヘッドセットの領域では、

EncorePro、CS など) を備える Poly は、メガ トレンド

Poly は Bluetooth の広範なポートフォリオを取り揃え、

によるビジネス ユーザーの行動や環境、コミュニケー

装着方法、接続オプション、内蔵機能の多様化に対応

ションのニーズの変化に基づき、ヘッドセット製品を

しています。

絶えず進化、多様化させ、製品のフォーム ファクター

Bluetooth 接続のユーザーであれば、あらゆるタイプの

や機能、デリバリーとプロビジョニング、ヘッドセッ

エンドユーザーの要望を満たすことのできる、Poly の

トの包括的価値提案を適合させています。

Voyager シリーズが最適です。PC やモバイルでの通信
の場合、携行性に優れた最先端の Bluetooth ステレオ ヘ

ビジネス向けの有線ヘッドセットの領域では、Poly は

ッドセット (Voyager 8200 UC、Voyager 4200 UC、

同社を代表する 2 種のエンドポイント モデルである主

Voyager Focus UC)、インナーイヤー式の小型モノラル

力製品の Blackwire PC USB および UCC ヘッドセット

ヘッドセット (Voyager 5200 UC)、イヤー パッド付属で

と長期設置のコンタクト センター用 EncorePro ファミ

汎用性の高いネックバンド式 Bluetooth ヘッドセット

リー デバイスを、継続的にリニューアルしています。

(Voyager 6200 UC)、充電スタンド付属の据え置き式の

10 年以上にわたる継続的な改善を経て、Blackwire は最

ステレオ/モノラル Bluetooth ヘッドセット (Voyager

新の PC オーディオ テクノロジーを特色とする 5 シリ

Focus UC、Voyager 4200 UC) といった選択肢をユーザ

ーズのスタイリッシュなデバイス (Blackwire 3200、

ーに提示しています。固定電話やモバイルでの通信には、

Backwire 3300 、 Blackwire 5200 、 Blackwire 7225 、

Voyager 4210 Office、Voyager 4220 Office、Voyager

Blackwire 8225) を展開しています。

5200 Office モ デ ル と 1 ウ ェ イ ベ ー ス の 付 属 し た
Voyager 4245 Office モデルのラインナップから選択で

Poly の 顧 客 至 上 主 義 を 体 現 す る デ バ イ ス で あ る

きます。

EncorePro ファミリーはモデルの継続的なアップデート
を実施。
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最後に、3 つの接続方式 (固定電話、PC、モバイル) 向

接続方式や装着スタイルに加え、高度な ANC を特色と

けには、この章で記載している 2 ウェイ ベース付属の

した 6 タイプの製品/シリーズを展開する ANC テクノ

Voyager 4200/5200 Office モデルが用意されています。

ロジー搭載ビジネス向けヘッドセット モデルについて

Voyager Office シリーズの Bluetooth ヘッドセット シス

も触れておくべきでしょう。また Poly は市場でも最も

テムは、DECT の利用できない地域の IT スタッフ向け

幅広い Microsoft Teams 認定ヘッドセットを展開してお

に、他の無線通信オプションを提供するため開発されま

り、24 の Microsoft Teams 認定ヘッドセットを提供し

した。

ています。パーソナル スピーカーフォン機器とヘッド
セットは、市場でも最も先進的なヘッドセット分析や
マネジメント ソフトウェア サービスにより、さらにそ
の品質を向上させています。
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顧客の獲得と成長の可能性
顧客のニーズに迅速に対応できるイノベーションの
醸成こそが Poly の製品とサービスに関する
将来的なロードマップの最優先事項であり、
これにより新規顧客の継続的な獲得と
既存顧客のリテンション強化を
実現してきました。
Plantronics によるポリコムの買収以降、
同社はヘッドセット ベンダーとして、ヘッドセットの
領域にとどまることなく成長の可能性を押し広げ、
世界でもトップクラスの通信とコラボレーションのエ
ンドポイント デバイスを提供する
独立系企業の 1 つとなりました。
この買収により、旧 Plantronics は広範なビジネス向けの音声および映像エンドポイント、
潤沢な資本と人材、ビジネス向けヘッドセット製品およびサービスのアップセルとクロスセルを促す大規模な既存ベ
ース
に即座にアクセスできるようになりました。Poly は現在、2 社の統合によるシナジーを活用し、
50 億ドルに相当する音声および映像エンドポイント市場での競争を
効果的に展開しています。
Plantronics とポリコムの合併により Poly としてブランドを刷新してからちょうど 1 年後に、
同社は複数のエンドポイント カテゴリーで革新的なビジネス エンドポイントを新たに展開。
さらに、ソフトウェア エンドポイント マネジメントと分析サービス (Plantronics Manager Pro、Poly
Device Management Services、Poly Lens) を強化し、8X8、Amazon、Google、LogMeIn、Microsoft、RingCentral、
Zoom などの
テクノロジー パートナーと広く連携し、
新たに発表したパートナー プログラムで世界中の 15,000 以上のパートナーと協力関係を
結びました。
新型コロナウイルス感染拡大の時期においては、ビジネス向けヘッドセットの需要がかつてないほど高まりました。
そこで同社は
需要への対応を進め、ヘッドセットの供給に当たっての問題解決に積極的に取り組んできました。同社による対応の
一例として、
特別な安全手順の実施のための製造拠点の再構成、
重要サプライヤーや外注業者との連携による製造能力の拡張、
緊急対応要員、政府、医療機関などからの注文の優先対応、
WHO (世界保健機関)、CDC (アメリカ疾病対策予防センター) からの指示に基づく
従業員の健康と安全の保護などがあります。
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新型コロナウイルス感染拡大期やそれ以降において、Poly は、在
宅勤務関連のニーズに特化した音声と映像のパッケージを効率的
に生み出しました。現在 Poly は、厳選されたビジネス向けヘッド
セットとビデオ会議エンドポイントを提供し、ユーザーが自宅か
らでも簡単に接続し、コラボレーションを実現できるようにして
います。このようなタイムリーでプロアクティブな展開こそが、
顧客ロイヤリティーや顧客獲得という観点において、市場で他社
との明確な差別化を実現する要因であり、同社の総合的な成長の
可能性をさらに拡げています。Poly は、社員がリモートとオフィ
スのどちらに勤務する場合にも適切なサポートを提供する方法に
つ い て 、 『 Hybrid Working: Creating the Next Normal in Work
Practices, Spaces and Culture. (ハイブリッドな働き方: 業務、仕事
場、文化の新基準を創る)』と題したレポートを自社で発行してい
ます。このレポートでは、実際の事例や専門家の見解を参考に、
社員にも企業にも利益をもたらすハイブリッドな働き方や、安全
で生産的な社内の作業環境の設計方法、ハイブリッドな働き方を
実現するための仮想コラボレーションの強化方法などについて、
実践的な助言を行っています。

効率的なコミュニケーションとコラボレーションの実現で常に高
い評価を受ける Poly について、現在多くの顧客が、生産性の実現
という観点において、一貫性、革新性、即応性があり、価値向上
提案を行っていると述べています。製品やサービスの提供期間中
にユーザーの満足度を維持するために、Poly はエンド ツー エンド
の製品サポートや専門家による助言を提供するだけではなく、製
品の利用に向けた多様な動機付けやプロモーション、製品のサー
ビス化による提供、製品とサービスの割引、特別プロモーション
などを展開しています。こうした取り組みにより、ヘルスケア、
公共、教育といった業種をまたぐ事業や業界に対し、最新のエン
ドポイント テクノロジーを導入することで、さらなる成長を促し
ているのです。

© 2020 Frost & Sullivan

10

“成長を促進”

まとめ

まだ満たされていない顧客ニーズに対応するという揺るぎないコミットメント、エンドポイント スペースを形成する
テクノロジーのトレンドに注力する鋭い焦点、差別化された革新的なポートフォリオは、Poly がこの業界で卓越し、
競争を勝ち抜いてきた要因です。その上、世界トップクラスのビジネス向けヘッドセットのサプライヤーの地位に甘
んじることなく、テクノロジー革新の障壁を常に打ち破ることで、業界における最高品質のビジネス向けヘッドセッ
ト モデルをいくつも提供しています。

Frost & Sullivan は、ビジネス向けヘッドセット市場における優れたイノベーションの継続的提供という功績
に基づき、Poly を 2020 年のテクノロジー イノベーション リーダーに認定できることを嬉しく思います。
Poly は、従来型のオフィスからハイブリッド環境を実現したオフィス、さらに先進的なオフィスまで、さまざ
まなユーザー環境に焦点を当てたソリューションの開発を通じて、強力なテクノロジー イノベーション リー
ダーシップを発揮し続けています。また、ソフトウェアやクラウド、その他新興市場における主要産業との提
携により、成長の可能性を絶えず押し広げているのです。

ICT インダストリー ディレクター、Alaa Saayed

Frost & Sullivan の ICT インダストリー ディレクター、Alaa Saayed はこのように述べています。「Poly は、従来型
オフィスとホーム オフィス、ハイブリッドな職場環境との境界がますますあいまいになりつつある状況下で、単一の
テクノロジーであらゆるシーンに対応することは難しいと、本質的に理解しています。」“Poly はテクノロジー イノ
ベーション リーダーとして、メガ トレンドがいかにビジネス ユーザーの行動や環境、コミュニケーションに対する
ニーズを変化させているかという理解に基づき、現代の働き方への要望に対処する最先端のソリューションを常に展
開しています。顧客ニーズに迅速に対処できるイノベーションの醸成は、Poly の製品とサービスに関する将来的なロ
ードマップにおいては常に最優先事項となっています。これにより同社は、受賞歴のあるソリューション ポートフォ
リオを通じ、継続的に新規顧客を獲得しつつ、既存顧客のリテンション強化も実現しています。

50 年以上におよぶビジネス向けヘッドセット業界のグローバル リーダーとして、Poly は顧客のニーズに対応するた
めに、ポートフォリオを拡張し続け、業界の進化を促す革新的ソリューションを提供しています。

© 2020 Frost & Sullivan
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主要な
ベンチマークの

テクノロジー イノベーション リーダーシップの認定の
ため、Frost & Sullivan のアナリストは、以下で確認さ

影響

影響という 2 つの主要な要素をそれぞれ評価しました。

活用

れた基準に基づき、テクノロジーの活用とビジネスへの

ビジネスへの

テクノロジーの

基準

360 度調査
イノベーションへの
Frost & Sullivan の 360 度調査の手法は、調査のプロ

取り組み

セスにおける分析の難しさを浮き彫りにしています。

ファイナンシャル
パフォーマンス

この手法は、Frost & Sullivan の 7 つの調査手法すべ
てを統合することで、業界の課題、傾向、問題点に
ついて 360 度の視野を提供するものです。企業は自
社を取り巻く環境に対する視野の狭い理解に基づき、
自社の成長にかかわる重要な決定を行ってしまうこ

創造性への
顧客
取り組み

の獲得

とがしばしばあります。これにより、何かを行うに
しても行わないにしても、間違いを犯してしまうの
です。優れた成長戦略は、市場、技術、経済、金融、
顧客、ベスト プラクティス、人口動態の分析につい
ての徹底した理解に基づき策定されます。これらの
調査手法を 360 度調査に統合することで、業界の関

テクノロジー
のインキュベーシ
ョン

成長
の可能性

係者のベンチマークを判定し、業界最高水準での業
績を達成した企業を特定する評価プラットフォーム
を提供することができるのです。

運用
商業的
効率
成功

人的
アプリケーションの

資本

多様性
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意思決定のためのスコアカード

複数のビジネスの業績カテゴリーにまたがるベスト プラクティスを評価するため、Frost & Sullivan ではカスタマイズ
したスコアカードを活用しています。このツールにより、調査チームとコンサルティング チームは、前セクションで
一覧表示した主要なベンチマーク基準に従って業績を客観的に分析し、それに基づく評点を定めることができるよう
になります。意思決定のためのスコアカードでは、テクノロジーの活用とビジネスへの影響を考慮します (ベンチマ
ークの 10 の基準すべてに対する支配的なカテゴリーを指します。それぞれの基準についての定義はスコアカードの
下に記載されています)。調査チームは、感度分析を通じてこの加重スコアカードの信憑性を検証します。これにより、
特定の基準の評価にわずかな変更を加えても、企業全体への相対評価に大きな変化が生じないことを確認します。こ
の分析の結果は、以下に示すとおりです。

1～10 で評価 (1 = 劣っている; 10 = 非
常に優れている)
テクノロジー

ビジネス

平均

の活用

への影響

評価

Poly

10

競合他社 2

競合他社 3
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FROST & SULLIVAN について

50 年以上にわたり、Frost & Sullivan は投資家、企業のリーダー、政府関係者が経済的な変化に対応できるようにサ
ポートしてきました。破壊的技術やメガ トレンド、新規ビジネス モデルや企業の特定を支援することで、将来の成
功につながる成長機会を絶え間なく創出し、世界的な評価を獲得しています。

