
   VOIP 電話機で  
よくある在宅勤務の課題を  
             解決

遠隔地にいる従業員の生産性とユーザー体験を 
向上する 5 つの方法



2020 年 3 月に始まった新型コロナウイルス感染症の感染拡大。これを受け、従業員の在宅勤務をサポートすること
が IT 部門の急務となりました。多くの企業が、自宅で勤務する従業員の音声通話やビデオ通話をサポートするため、
ノート PC に内蔵の Web カメラ、エントリレベルのヘッドセット、ソフトクライアント ベースの電話アプリを利用する「最
善」のソリューションを導入しました。仕事用の電話番号を従業員の携帯電話に転送する方法も一般的でした。誰も
が、この全世界に及ぶ大規模な在宅勤務の試みに対応するために企業が見つけ出した方法でやりくりしてきました。

現在、多くの企業が在宅勤務の永続化を検討しています。最近の Gartner CFO のアンケートによると、74% の CFO が、一
部の従業員を、新型コロナウイルス感染症の終息後も永続的なリモート ワークに移行させることを考えています1。米
国ではすべての仕事のほぼ 40% が完全に自宅で行うことができ、新型コロナウイルス感染症が終息しても、労働者の
ほぼ 30% が少なくとも週 1 日は在宅勤務することになると推定されています2。そのため、IT 部門の次の使命は最適
な在宅勤務のソリューションを見つけることとなります。多くの従業員にとっては、VoIP デスクトップ電話機、ハイグレ
ードのビジネス向けヘッドセット、高品質な USB Web カメラなどがこれに含まれます。

クラウド コミュニケーション サービス プロバイダーは、感染症拡大中だけでなくその後も、顧客の在宅勤務の取り組
みをサポートするという重要な役割を担います。これには、在宅勤務の課題に対する顧客の理解を助け、その克服を
支援することが含まれています。

この eBook では、在宅勤務で直面する一般的な課題で、VoIP 電話機が解決に役立つ例をいくつかご紹介します。具体
的には、以下のよくある 5 つの課題を取り上げます。

• 自宅での騒音
• PC の問題
• ホーム ネットワークの制限
• サポートと展開
• パーソナル デバイスでの仕事の通話

各課題と解決策を確認した後、全体にわたる最適な在宅勤務体験をエンドユーザーに提供できるお勧めの構成をご
紹介します。

はじめに

1 Gartner、「Gartner CFO Survey Reveals 74% Intend to Shift Some Employees to Remote Work Permanently」、2020 年 4 月 3 日、  https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-
04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2

2 Nicholas Bloom、「The bright future of working from home」、2020 年 5 月、  Stanford Institute for Economic Policy Research (https://siepr.stanford.edu/research/publications/bright-future-
working-home)



課題 解決策

Poly の電話機は、携帯電話や PC と異なり、家庭の騒音問
題を大幅に改善する Acoustic Fence 技術を搭載。ハンドセ
ットを持ち上げる、または対応するヘッドセット モデルを
電話機に接続すれば、台所でブレンダーを使っていても、
たとえ屋外でゾンビによる世界の終末が起きていても、騒
音の心配は不要です。Poly Acoustic Fence 技術で、電話機
が自動的に騒音をブロック。通話相手はクリアな音声を聞
き取ることができます。

加えて、有線/無線の多くの Poly ヘッドセットにはノイズ軽
減機能が搭載されており、通話の明瞭度をさらに高めてい
ます。そのひとつが近くの話し声を制限する機能で、通話
相手の気をそらす原因となり得る周囲の騒音を除去しま
す。Poly の電話機とヘッドセットを併用することで、集中を
妨げる自宅での騒音を最小限に抑え、生産性を高めるこ
とができます。 

  

自宅での 
騒音
子ども、電話中の配偶者、掃除機、芝刈り機、ペット。
騒音による中断は通話相手にとってうんざりする課
題で、同僚とのコミュニケーションやコラボレーショ
ンを妨害するものです。自宅での騒音は生産性を阻
害します。実際、在宅勤務の従業員の 45% が、自宅
内の騒音が生産性に影響すると回答しています1。

 1 Recon Research、「Impact of Covid-19 Survey – Perceived WFH Productivity Impediments」、2020 年 7 月 15 日

https://www.youtube.com/watch?v=jxo69aCDC7g
https://www.youtube.com/watch?v=pPmUuwRcGHE


課題 解決策

デスクトップ電話機は「常時接続」されており、バッテリー
の制限もありません。こうした専用機器は、PC リソース
が競合せず、PC ソフト クライアントのようなアプリの切り
替えも不要です。さらに、専用のコール コントロール ボ
タンやキーにより、ワンタッチで簡単に通話を制御できま
す。VoIP デスクトップ電話機は、常時次の通話に対応でき
ます。

Poly の電話機は、ハンドセットでも、ハンズフリーのスピー
カーフォンでも、またはオプションのヘッドセットでも、臨
場感のある HD Voice の品質を実現。さらに、全二重音声、
アコースティック エコー キャンセラーにより、常に最適な
音質を実現します。聞き返しのない、より生産的な会話が
可能になります。

PC と 
携帯電話の問題
ノート PC と携帯電話は持ち運びに便利で、多くの機能を
使用できますが、ビジネスで主に使用する通信デバイスと
しては課題があります。こうしたデバイスを使って通話をす
るのは困難な場合があり、最適な音質を得るにはヘッド
セットやスピーカーフォンなどの外部機器が必要です。多
くのアプリや Windows、ブラウザー タブを開いているとき
や、PC リソースが競合しているときに通話していると、音
声の異常やエコーが発生する。通話に戻るのに、PC の再
起動や更新プログラムのインストールで待たされる。誰に
もそんな経験があるはずです。



課題 解決策

IP 電話機は VoIP 専用機器であり、一般的に、多くの最新
ホーム ルーターやメッシュ Wi-Fi システムで、デフォルトで
より高いネットワーク優先度を有しています。多くの Poly 

電話機は Wi-Fi に対応できます。Poly CCX 600 は Wi-Fi 内
蔵。Poly VVX 250、Poly VVX 350、Poly VVX 450 は、オプシ
ョンの Poly USB Wi-Fi アダプターを使用することで、Wi-Fi 

接続に対応します。覚えておいていただきたいのは、多くの
ホームオフィスは PoE (Power over Ethernet) を備えていな
いため、在宅勤務のユーザー用の電話とともに電源を提
供することになるということです。

Poly の電話機には最適化されたジッタ バッファとパケット
ロス補正機能が内蔵されており、ネットワークの障害を取
り除き、通話品質の向上を助けます。

ホーム ネット
ワークの制限
アンケートでは、従業員の 32% が在宅勤務中に技術的な
問題に直面した経験があると回答しており1、その一番の
原因はインターネット/Wi-Fi 接続です2。多くの家庭では、
各部屋をイーサネットで有線接続しておらず、Wi-Fi が主要
な接続手段となっています。 

その上、仕事をしている配偶者やルームメイトや、リモート
学習 (やオンライン ゲーム) に参加している子どもがイン
ターネット帯域幅に負荷をかける可能性があります。

POLY VVX 250
4 回線

POLY VVX 350
6 回線

POLY VVX 450
12 回線

POLY CCX 600

1 YouGov、「The biggest challenges facing those working from home」、2020 年 4 月 29 日 (https://today.yougov.com/
topics/economy/articles-reports/2020/04/29/biggest-challenges-facing-those-working-home) 

2 New York Times、「So We’re Working From Home.Can the Internet Handle It?」、2020 年 3 月 16 日 (https://www.
nytimes.com/2020/03/16/technology/coronavirus-working-from-home-internet.html)、「The Tech Headaches of 
Working From Home and How to Remedy Them」、2020 年 3 月 18 日 (https://www.nytimes.com/2020/03/18/
technology/personaltech/working-from-home-problems-solutions.html)

https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-600
https://www.poly.com/us/en/products/phones/vvx/vvx-250
https://www.poly.com/jp/ja/products/phones/vvx/vvx-350
https://www.poly.com/jp/ja/products/phones/vvx/vvx-450


課題 解決策

エンドユーザーのソフトフォンやモバイル デバイスでの通
話品質の問題をトラブルシューティングしたり、ピンポイン
トで特定したりすることはできますか？ 「できない」と答え
るのは、あなただけではありません。Poly の電話機を使用
すると、クラウド コミュニケーション サービス プロバイダ
ーや IT マネージャーは、サービス プロバイダー向け Poly 

デバイス管理サービス (PDMS-SP) や Poly Lens サービスな
どの Poly クラウド サービスを利用して、簡単に問題のトラ
ブルシューティングを行ったり、 デバイスを管理することが
できます。別売のサービスもあります。

Poly の電話機は、PDMS-SP や Poly Lens に組み込まれて
いるプロビジョニング ツールで簡単に導入できます。この
ツールを使うと、遠隔地にいる在宅勤務者に電話機を直
接送ることができます。電話機は自動的にプロビジョニン
グ サーバーとコンタクトして、その構成をダウンロードしま
す。プラグを差し込めば、通話準備が完了します。これぞカ
ーブサイド ピックアップ。究極のタッチレス サービスです。 

サポート 
と展開
PC ソフト クライアント通話で音声がスムーズでない。
一時的な障害が発生する。声が聞き取れなかったり、
会話が途切れることがある。エンドユーザーがこうし
た報告を挙げていませんか？こうした問題に直面した
エンドユーザーが、通話終了後にサポートを求める場
合があります。しかし、通話が終了してしまうと、問題を
トレースすることは難しくなります。

ソーシャル ディスタンスと非接触ガイドラインの時代
において、遠隔地にいる従業員が利用するさまざまな
場所やネットワークにわたり、ハイタッチ サービス レ
ベルで電話機を展開することは、不可能ではないにせ
よ、困難です。 



課題 解決策

クラウド コミュニケーション サービス プロバイダーは、仕事
用の電話番号をユーザーの Poly 電話機に割り当てること
ができるので、従業員の携帯電話サービスでの仕事関連の
着信を回避でき、料金を分けることができます。仕事の通話
専用のデスクトップ電話機を置くことで、顧客や従業員は生
産性を最大限に高めるのに必要な、仕事と生活の区別を保
つことができます。家の中や屋外を動き回る必要があるとき
は、ボタンをタッチすると、デスクトップ電話機番号からモバ
イル デバイスに簡単に通話を転送できます。

パーソナル  
デバイスでの 
仕事の通話
一部の企業では、「従業員の携帯電話料金を支払おう。営
業職はそれで問題ないのだから、他の従業員もそれでい
いだろう」と考えているかもしれません。または、業務用電
話システムから従業員の携帯電話に通話を転送している
だけかもしれません。問題は、仕事用の電話番号を使用せ
ずに電話の発信/着信を行うことで、企業は電話を逃す、ひ
いてはビジネスを失うというリスクにさらされるということ
です。また、従業員は、時間帯や曜日を問わず携帯番号に
着信があるため、再充電や生産性向上に必要なダウンタ
イムを確保することができません。



ネットワーク

多くのホーム ネットワーク ルーターは、イーサネット ポー
トを内蔵しています。しかし、ルーターがホームオフィスの
電話機の近くにない限り、在宅勤務のユーザーは Wi-Fi 

を使って接続しなければなりません。そのため、オプショ
ンまたは内蔵の Wi-Fi 機能がある電話機を選ぶ必要があ
ります。電話機が USB アダプターを使用して Wi-Fi に対
応している場合は、USB アダプターを含む機器バンドルを
選ぶことをお勧めします。

電源

ネットワーク配線で デスクトップ電話機に電源を供給す
るためにオフィス環境で一般的に使用されている Power-

over-Ethernet (PoE) スイッチを持っている在宅ワーカーは
ほとんどいません。最もシンプルな解決策は、標準的な家
庭用電源ジャックにプラグを差し込んで電源を供給する
方法です。Poly の電話機には電源が同梱される部品番号
がありますが、別売りの電源を注文して、エンドユーザー
に出荷するキットに同梱することもできます。

ワークスペース/ペルソナ

在宅勤務キットをデザインする際は、ワークスペース環境
と、ユーザーの日常の仕事におけるコミュニケーションや
コラボレーションの重要性を考慮する必要があります。頻
繁に電話を利用するユーザーや騒音の多いワークスペー
スで働くユーザーについては、ヘッドセットをキットに含
めることが考えられます。ユーザーが会議電話と PC 上で
のクラウド ビデオ会議とを行ったり来たりする場合は、PC 

と電話の両方に接続できる USB Web カメラとヘッドセッ
トを提供するのが理想です。

これを念頭に置くことで、遠隔地にいる様々な従業員の
ニーズに合った在宅勤務キットをデザインすることがで 
きます。さまざまなユース ケースに対応できる 2～3 の異
なるオプションを構築し、いずれのオプションにも電源ア
ダプターと Wi-Fi USB ドングルを含めることをお勧めし 
ます。

ここまで、遠隔地にいる従業員に Poly の電話機を提供する主な理由を紹介してきました。次は、そのよ
うな従業員のニーズを満たす適切なキットの構築方法を判断する必要があります。適切な在宅勤務キ
ット構築の主な検討事項、ネットワーク、電源、利用状況を見ていきましょう。

感染拡大中、独立したホームオフィスで仕事をしている在宅ワーカーは、わずか 22% です。残りの 78% 
は、リビング、寝室、ダイニングなどのスペースの一角で仕事をしています。1

1 YouGov、「The biggest challenges facing those working from home」、2020 年 4 月 29 日 (https://today.yougov.com/topics/economy/articles-reports/2020/04/29/biggest-challenges-facing-those-working-home)

在宅勤務電話機キットの構築



在宅勤務キット例 
(電話付属)

ユース ケース/ペルソナ
• オフィスコミュニケーター
• 共有スペースに適した省スペース
• 通話の大半は音声で、よく デスクトップ電話機を使用
• ビデオ通話の使用頻度が低い、あるいは使用しない

専用電話機、ハンドセット、スピーカー
フォンを提供
• VVX 250 (電源付属)

オフィスコミュニケーター

VVX 250 (電源付属)

キット オプション 1



在宅勤務キット例 
(電話付属)

ユース ケース/ペルソナ
• オフィス コラボレーター/オフィス ウォリアー
• 通話に PC、携帯電話、デスクトップ電話機を偏りなく使用
• 通話量が多く、長時間の通話に適したヘッドセットが必要
• 比較的頻繁にビデオ通話/会議を使用

専用の WI-FI 対応電話機とハンズ
フリーで快適なノイズ軽減機能対
応の有線ヘッドセットを提供
• VVX 350 (電源付属)

• Voyager 4200 Office ヘッドセット
• EagleEye Mini USB カメラ

オフィス コラボレーター 内勤者

キット オプション 2

VVX 350 (電源付属) VOYAGER 4200 
OFFICE ヘッドセット

EAGLEEYE MINI 
USB カメラ



在宅勤務キット例 
(電話付属)

ユース ケース/ペルソナ
• オフィス ウォリアー/遠隔地にいる従業員/常時インタ

ーネットに接続しているエグゼクティブ
• 自宅に専用のワークスペースがある可能性が高い
• 通話に PC、携帯電話、デスクトップ電話機を偏りなく

使用
• 通話量が多く、長時間の通話に適したヘッドセットが

必要
• 比較的頻繁にビデオ通話/会議を使用

専用電話機とモビリティとノイズ軽減機
能に対応したワイヤレス ヘッドセットに加
え、ビデオ コラボレーション用の外部 USB 
WEB カメラを提供
• VVX 450 (電源付属)

オフィス ウォリアー 遠隔地にいる従業員 常時インターネットに接続しているエグ
ゼクティブ

VVX 450 (電源付属)

キット オプション 3



在宅勤務キット例 
(電話付属)

ユース ケース/ペルソナ
• フレキシブル ワーカー/外回りの多いビジネス パーソン
• バッグに詰め込みやすく、ポータブル性に優れたキット

が必要
• 通話に PC、携帯電話、デスクトップ電話機を使用する

が、モバイル デバイスの使用頻度が比較的高い
• 通話量が多く、長時間の通話に適したヘッドセットが 

必要

専用の WI-FI 対応電話機とモビリティとノ
イズ軽減機能に対応したワイヤレス ヘッド
セットに加え、ビデオ コラボレーション用
の外部 USB WEB カメラを提供
• VVX 601 ビジネス メディア フォン
• Voyager 5200 UC

• EagleEye Mini USB カメラ

フレキシブル ワーカー 外回りの多いビジネス パーソン

EAGLEEYE MINI 
USB カメラ

キット オプション 4

VOYAGER 5200 UCVVX 601 ビジネス  
メディア フォン (画像はオプ
ションの EAGLEEYE MINI カ

メラを装着した状態)



最も在宅勤務が多い業界/業種

こうした業界の企業については、最もテレワークの機会が多いことが報告されてお
り、感染症拡大中にリモートで働いている従業員の割合が最も高くなっています。金
融サービスや政府機関をはじめとするこうした業界の多くの企業には規制やコンプ
ライアンスのニーズがありますが、これには専用デスクトップ電話機で対応できます。  
主な業界は以下のとおりです。

1. 銀行、金融、保険

2. プロフェッショナルサービス、技術サービス、ビジネス サービス

3. 教育

4. 情報サービス

5. 政府機関/行政機関

最も在宅勤務が多い職種

こうした職種については、最もリモート ワークの機会が多いことが報告されており、
従事するワーカーの 30% 以上がリモート ワークを実践できます。こうした職種の多く
は、「ナレッジ ワーカー」カテゴリーに分類され、その仕事は、物理的に作業現場に出
向いて行う手作業ではなく、知識、分析、デジタル情報やツールへのアクセスがより多
い傾向にあります。

6. 管理、ビジネス、財務に関する職種

7. プロフェッショナルおよび関連する職種

8. オフィスおよび管理支援に関する職種

9. 営業および関連する職種

在宅勤務キットを最も必
要とするのは誰か
特定の業界や職種では、リモートで働く機会がより多く、実際にリモートで働くワ
ーカーの割合も高くなっています。リモート ワークはあらゆる業種の組織で行わ
れていますが、特定の業界や職種の在宅勤務キットに対するニーズはさらに大き
くなります。 

アメリカ合衆国労働統計局のデータ(Https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/ability-to-work-from-home.htm) と欧州委員会共同研究センター (https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/
jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf) のデータを基にまとめたリスト



企業の生産性や顧客体験に影響を及ぼす低品質な音
声、ビデオ、ユーザー体験は解消する必要があります。Poly 

VoIP 電話機などの在宅勤務の端末オプションをエンドユ
ーザーに提供することが、エンドユーザーの体験全体の改
善につながり、使い慣れたコミュニケーション ツールで生
産性を高め、適切なサポートを実現できます。 

Poly 在宅勤務キットの構築を始める際は、Poly の販売店、
アカウント マネージャー、ディストリビューターのいずれか
の協力のもと、Poly の電話機、ヘッドセット、ビデオ端末を
使用してキットのデザインと構築を開始してください。

リモート ワークの戦略とソリューションの詳細について
は、www.poly.com をご覧ください。

最適な  
在宅勤務  
体験を実現
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https://www.poly.com/us/en/products/phones
https://www.poly.com/us/en/products/headsets
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing
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