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はじめに 

リモート ワークの急速な拡大に伴い、在宅勤務中の

従業員が効果的にコミュニケーションをとれる必要性

は、かつてないほど高まっています。このようなリモ

ート ワークへの急速な移行により、多くの人々がコ

ンシューマー グレードのヘッドフォンやノート パソ

コン内蔵のマイクなど、手元にあるあらゆるものを使

用して対応するようになりました。 

 

しかしながら、実際のところは、リモート ワークの

際、業務用ヘッドセットは高品質なオーディオ性能と

ユーザー体験の点で、コンシューマー製品よりも優れ

ています。以下のとおりです。 

 

POLY のオーディオ体験と音質 

一般に、集中を妨げる周囲の騒音から逃れるために、

仕事中ずっと音楽を聴いていることがあります。在宅

勤務では、大きな騒音やさまざまなタイプの騒音で仕

事に集中できない場合、音楽を聴くことはさらに重要

になります。コンシューマー製品のヘッドセットは音

楽を聴くことを重視して設計されているため、広い 

Hi-Fi 周波数特性で優れた音楽オーディオ体験を提供

します。 

 

Poly の業務用ヘッドセットも同様に広い Hi-Fi 周波数

特性を備えているため、優れたオーディオ体験を提供

します。ただし、Poly のステレオ対応業務用ヘッド

セットはその一歩先を行きます。サポート対象のビデ

オ会議ソリューションにおいて、空間的音響による臨

場感のあるステレオ サウンドでオーディオ体験を提

供するためです。このことはユーザーにとってどのよ

うな意味を持つのでしょうか。空間的音響により、ヘ

ッドセットを着用しているユーザーの頭部の周囲に音

声を仮想的に配置することで、電話会議で話している

人を視覚化できます。これにより、電話会議による疲

労が軽減され、リモート参加者が会議についていきや

すくなります。 

 

さらに、Poly の業務用ヘッドセットの周波数特性は

自動的に最適化されるため、音声が明瞭になり、オー

ディオによる疲労も軽減されます。  

 

 

 

伝える音の品質 

ここまでのお話はオーディオ体験の半分にすぎませ

ん。音声の聞き取りやすさと明瞭さは、一般に「ビジ

ネス品質の音声」と呼ばれるものの最重要事項であ

り、これはコンシューマー ヘッドセットがビジネス

用途では受け入れられない理由でもあります。  

 

通話の相手には音声が明瞭に聞こえる必要があるた

め、良質のマイクを使用することが重要です。このマ

イクについても、周囲の騒音を除去し、ミュートとミ

ュート解除が簡単にできる必要があります。音質が悪

かったり、常に周囲の騒音がしたりという理由で、た

った 1 人の参加者によって電話会議全体が邪魔され

るということはよくあります。 

 

Poly の業務用ヘッドセットはコミュニケーション用

のヘッドセットとして設計されているため、音が伝わ

ることはオーディオ体験と同じくらい重要です。 

 

前述のように、コンシューマー ヘッドセットは、音

楽を聴くことを重視しており、コミュニケーションは

二の次という位置づけです。コミュニケーション体験

は、実際には短時間の通話のみを考慮したもので、通

常は 1 対 1 の通話を想定しています。そのため、企

業の電話会議環境で必要とされるレベルのクリアーな

オーディオを提供するようには設計されていません。 

 

Poly の業務用ヘッドセットは、さまざまなテクノロ

ジーを使用して、場所に関係なくユーザーの声を最高

の音質で聞くことができます。ヘッドセットには、1 

本の短いマイク ブームに搭載された複数のマイクか

ら、4 つの無指向性マイクやブームレス デザインの 
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DSP などが含まれています。すべての業務用ヘッド

セットは、さまざまなエンタープライズ ソリューシ

ョン プロバイダー (Microsoft Teams に厳しい認定基

準を設けている Microsoft など) の送信要件を満たす

ように設計されています。コンシューマー製品は、こ

れらの要件を満たすようには設計されていません。   

 

自然な会話を維持  

「サイドトーン」 – 話し声のオーディオ フィードバ

ック (つまり、自分の話し声が聞こえること) をユー

ザーに提供することは、電話での会話が自然に聞こえ

るようにするための重要なポイントです。自分の話し

声が聞きづらいと、声が大きくなる傾向があります。

企業環境では、大声で話しているユーザーがいると、

近くにいる人たちは集中できなくなり、周囲の騒音が

さらに大きくなる可能性があります。在宅勤務の場合

も、大声で話をすれば、他の人たちが不快に感じるこ

とがあり、疲労の原因にもなります。 

 

Poly の業務用ヘッドセットでは、サイドトーンがユ

ーザーに自然に聞こえるよう、適切なレベルと音質を

維持するための特別な工夫が施されています。 

 

周囲の騒音を遮断 

コンシューマー製品の多くは、アクティブ ノイズ キ

ャンセル (ANC) 機能で周囲の騒音を遮断することが

知られています。これは通常、航空機内で使用するこ

とを念頭に設計されており、最新型の航空機で常に発

生する周囲の騒音を遮断するように最適化されていま

す。ただし、それらはコミュニケーション用途に最適

化されてはいません。Poly の業務用 ANC ヘッドセッ

トは、アクティブ/パッシブ ノイズ キャンセル機能を

組み合わせることで、周囲の騒音の問題を解決しま

す。Poly は、さまざまなタイプの仕事環境で音声を

一日中聴いていられるよう ANC アルゴリズムを調整

することで、従来のコンシューマー ANC ソリューシ

ョンより疲労を軽減します。また、サイドトーン性能

にも注意を払い、ANC がコミュニケーション用途に

影響を及ぼさないように調整されているため、通話中

の会話が自然に聞こえます。 

 
騒音除去機能 

ユーザーが電話会議に費やす時間が増えるのに伴い、

突然の大きな物音から聴覚を保護するなど、オーディ

オの快適さが非常に重要になります。Poly の業務用

ヘッドセットには、SoundGuard DIGITAL などのテ

クノロジーが搭載され、過大音響の発生を検知して除

去することで、日常的にさらされる長時間のノイズレ

ベルと突然発生する大きな物音の両方からユーザーを

保護します。コンシューマー ヘッドセットには、基

本的な音響衝撃防止機能しかありません。 

 

 

操作が簡単で使いやすい 

Poly の業務用ヘッドセットには、ミュート/ミュート

解除、音量調節、着信応答/通話終了などの重要な機

能を操作するための使いやすいコントロール機能があ

ります。ユーザーはミュート/ミュート解除が簡単に

できるので、リモート参加者にとって難しいとされる

会話の流れに参加するのもミュート解除で簡単にでき

ます。ミュート ステータス インジケーターは、ミュ

ート状態なのかどうかわからないといった不安を取り

除き、ミュートが解除されるとはっきりとわかるよう

に表示され、不要な音声によって電話会議が妨げられ

るリスクを軽減します。Poly のヘッドセットには、

視覚と音声でミュート状態を知らせる機能があり、一

部の Bluetooth® 対応ステレオ モデルには、ミュート

中に会話しようとすると事前に通知する動的ミュート

通知機能もあります。また、ヘッドセットを外すと自

動的にミュートするものもあります。 

企業による認定/要件 

Poly の業務用ヘッドセットは、Microsoft Teams、

Zoom、Cisco、Avaya など、主要な UC&C ソリュー

ション プロバイダーの多くが定めている要件に対応
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するよう設計されています。アプリケーションの多く

では、これ以外の主要プロバイダーとも互換性のある 

Poly Hub ソフトウェアをインストールすることでユ

ーザー体験が強化されます。Poly Hub は、UC&C ア

プリケーションがベンダーによって変更されても、ア

プリケーションとの互換性を維持します。 

リモート デバイス管理 

Poly の業務用ヘッドセットはプラグ アンド プレイで

利用できるため、リモート ユーザーは導入時や初め

て使用するときに IT 部門の介入を必要としません。

Poly の業務用ヘッドセットは、デバイス管理ソリュ

ーションを使用してファームウェアのアップデート、

デバイスの設定、在庫をリモートで管理できるため、

IT 部門はユーザーに最高の体験を提供できるようヘ

ッドセットを更新できます。  

また、IT 部門ではヘッドセットの設定とステータス

をリモートで表示することもできるため、最小限のダ

ウンタイムでトラブルシューティングや問題解決を迅

速に行うことができます。 

 

比較一覧 

 

 

 

 

 Poly の業務用ヘッドセット コンシューマー ヘッドセット 

主な用途 コミュニケーション マルチメディア視聴 

オーディオ性能 Hi-Fiステレオ Hi-Fiステレオ 

ANC 性能 業務での用途に最適 持ち運びに最適 

騒音除去機能 
日常的にさらされるノイズレベ

ル、過大音響 
基本的な保護機能 

マイク性能 
業務での通話 – UC&C ベンダーの要

件に対応 
まれにある私用電話 

企業による認定/要件 Microsoft Teams、Zoom、Cisco など なし 

リモート デバイス管理 あり なし 

使いやすい統合されたコント

ロール機能 
あり なし 
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