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過渡期の世界
世界中の企業や高等教育機関は現在、独自の綱渡りをしていま
す。COVID-19のパンデミックは一部の地域では猛威を振るって
います。他の地域では落ち着きを取り戻していますが、そのよう
な組織の多くが、ある種の標準的な業務を再開しようとしていま
す。 

2020年末までに世界のGDPが5.2%減少すると予測されてい
ます。1 - 事業の閉鎖と生産性と士気の低下が原因です。 - 企業
や学校は、部分的または「段階的」な再開を試みる以外に選択
肢はないと考えています。しかし、その際には、関連する規制に
従うと同時に、健康上の懸念2 と労働者や学生の個人的な快適
さを尊重しなければなりません。 

最先端のビジネスコミュニケーションツールのサポートを受け
ながら、賢明な遠隔会議や遠隔学習を実践することは、将来の
成功を確実なものにするために不可欠です。
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1https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-
during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world  |  2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/index.html  

世界のGDPは2020年末
までに5.2％縮小すると
予測されています。

5.2%

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
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COVID前後のトレンド開発

遠隔会議における新たなトレンドや技術開発のほとんど
は、パンデミックの前から存在しており、それらが解決し
ようとしている問題の多くも存在していました。複数の情
報源からの調査によると、次の様なことが示唆されてい
ます。3,4 不十分に組織化された会議は、ほとんど効果が
なく、予算、リソース、労働者に多大なコストがかかってい
ました。 

さらに、企業空間と教育の場の両方でグローバリゼーシ
ョンの拡大に向けた幅広い動きは、組織がこれまで以上
に広がっていることを意味しています。 

このことは、遠隔会議による安定したコミュニケーションを
可能にする技術、そして確実に高品質のオーディオを可能
にする技術を、より本質的なものにしただけです。 

COVID-19の登場により、多くの人がすぐにリモートコミュ
ニケーションの価値を実感するようになりました。労働者
や学生の間で感情的な孤立や士気の低下に対処すること
は、あらゆるボトムラインの重要なパフォーマンス指標を改
善することと同じくらい重要なことなのです。

3https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/  |  4https://meeting-report.com/

https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/
https://meeting-report.com/
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当たり前の移行
COVID-19は、世界のある部分では後退し、他の部分では新たに大
暴れし、この不確かな空間で私たちを留めています。 

一部の企業は完全にリモートのままです。 他の人たちは、オフィス
ベースと在宅勤務のためにスタッフの一部を別の日に入れ替えま
す。 一部の企業は完全に仕事復帰しましたが、従業員は社会的に
距離を置いており、これまでのようには、出張していません。

大学はやや似たような構成ですが、明らかな理由により、再開のペ
ースは遅くなっています。

しかし、キャンパスが一部、または完全に再開しても、人の往来が
多いため、企業の場合の制限はさらに重要になるでしょう。 

このように、学生の半分が学内で半分が遠隔で参加する「混合学
習」の授業は、今後数年で一般的になるでしょう。
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新しい世界のための
「新しい仕事」

「在宅勤務」の多くは、19895年に哲学者フリスヨフ・バーグマンが理
論化した「ニューワーク」の概念に由来しています。 

しかし、リモートワークはすべての人のためにあるわけではありませ
ん。COVID-19が示したように、リモートワークを強要すると（この場合
はどんなに正当な理由があっても）、大きなストレスが発生する可能
性があります。より適切なのは、人事リーダーの76%が、組織の従業
員がリモートワークによる生産性の低下を恐れていると答えているこ
とです6。このような断絶という課題に最善を尽くすためには、関係者
全員にとって等しく有益なリモート会議の実践とツールを採用し、会
話の発信元となる主要な空間に特別な注意を払うことが重要です。

の人事リーダーは、組織の従業員がリモ
ートワークによる生産性の低下を恐れて
いると回答しています。

76%

5https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-
disadvantages  |  6https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-
coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/

https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
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「新しい学び」の夜明け？
自宅で仕事をするのが苦手な人には、通信教育にも反対意見があ
るのは当然のことです。前述したように、小規模な大学であっても規
模が小さいため、ビジネスのように早く学校を再開することはでき
ません。 

このように、大学での授業再開が大幅に進んだ後も、混合や遠隔教
育はこれまで以上に必要になってくるでしょう。これは、予算の制約
や移動手段の制限などの理由もあるが7 、人混みを警戒している学
生にも対応できるようにするためでもあります。 

大多数の大学（66％）が、2020年秋学期に、遠隔教育を希望する者
のために、社会的に離れたキャンパス内学習とオンライン型式を組
み合わせて実施することを計画していました。8 

確実にライブストリーミングされたパワフルな会議など、新しいコ
ミュニケーションの実践とツールを導入することで、対面の学生と
遠隔地の学生の間のギャップを巧みに埋めることができ、この新た
に一般的になった教室形式を可能な限り、すべての人にとって有益
なものにすることができます。

の大学が2020年秋
学期に社会的に距
離を置いた学内学習
とオンライン型式を
組み合わせることを
計画しています。

66%

7https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-
budgets-2020-2021  |  8Aforementioned Educause report 

https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
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ビジネス会議の主な考慮事項
人事部門のリーダーの54％は、貧弱なテクノロジーとITインフラスト
ラクチャが、効果的なリモートまたはクロスオフィスコミュニケーショ
ンを実現する際の障壁として挙げています。 

しかし、COVID-19が減少傾向にあり、ニュージーランド10やイタリア11

のように事業を再開している国でも、COVID-19は消滅しておらず、複
数のG7エコノミー（フランス、イタリア、スペイン、米国、英国）では10
％を超える症例死亡率が継続しています。12 

世界中の企業のわずか23％13が、連絡先の追跡や労働力の場所の
追跡、あるいはその両方を介して高レベルの疾患追跡を実装する計
画を立てているため、健康に関する規制の常識と遵守には、適切な
衛生管理が不可欠です。 

これは、オフィス内会議のハードウェアやソフトウェアに接するすべて
の面との接触が制限されていることを意味するため、これを可能に
するソリューション、すなわち天井に設置されたシステムが最適な回
避策となります。

の人事リーダーは、効
果的なリモートコミュ
ニケーションやクロス
オフィスコミュニケー
ションの障壁として、
テクノロジーやITイン
フラの貧弱さを挙げ
ています。

54%

9Aforementioned Gartner report  |  10https://www.washingtonpost.com/
world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/  |  
11https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-
day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R  |  12https://
coronavirus.jhu.edu/data/mortality  |  13https://www.pwc.com/gx/en/
issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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14PwC report linked above  |  15https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/
TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf

世界中の組織の業務支出が減少している中で、14 部分的
に再開した企業でさえ、すぐにパートナーや顧客を訪問す
ることはありません。 

そのため、機能的な理由だけでなく、リレーションシップ管
理のためにも遠隔会議が必要となります。パートナー、長
年の顧客、サテライトオフィスの従業員の間の絆を維持す
ることは、どのような組織にとっても非常に重要です。

信頼性の高い映像と透明度の高い音声で定期的に会議を
行うことで、この目標を達成することができます。柔軟なビ
ームフォーミング技術を搭載したマイクのセットアップを使
用することで、チームメンバーが部屋の複数のゾーンから
発言したり、移動したりする際の忠実度を保証することが
できます15。ZoomやMicrosoft Teamsなどの複数のビデオ
クライアントとの互換性も重要です。スタッフがサービスの
質を気にしなければ、会議はゆるやかで本物のように感じ
られ、メンバーがどこにいてもチームの仲間意識を広める
ことができます。

ビジネス会議の主な考慮事項

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
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教室会議のベストプラクティス
大学の教室の衛生面での配慮は、より深刻であるとはいえ、企業の
教室と本質的に同じです。平均的なオフィスビルよりも多くの人が教
室やその他の施設に出入りしています。 

自宅にいる生徒とキャンパス内にいる生徒（1クラス30人以下の可能
性が高い16）の混合学習を行っている学校であっても、社会的な距離
の取り方から教室の表面との接触制限に至るまで、安全性を確保す
るために制服を着用し、統一された方法を実施する必要があります。
また、大きな部屋、特にストリーミングビデオで放送される部屋では、
従来のハンズフリーマイクでは、天井に設置された会議用オーディオ
ソリューションで達成できるような生のオーディオパワーや非接触の
安全性を得ることはできません。

学内で行われる混合学習のコースで
は、1回の授業につき、対面式の学生数
は30人以下になると思われます。

16https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-
covid-19-era.aspx  

https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-covid-19-era.aspx
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教授陣は、学生を真に魅了し、有意義な学習体験を生み出すため
に、カリキュラム教材のプレゼンテーションをダイナミックに行わな
ければなりません。 

そのためには、個人のダイナミズムが必要とされます。

柔軟なビームフォーミング技術を搭載した会議用オーディオソリュ
ーションは、教授の動きに合わせてフォローするだけでなく、質問や
ディスカッションが増えていく中で、講師と学生の間で簡単に切り替
えができるようになっています。 

遠隔地からの参加者は言葉を聞き逃すことなく、教室の物理的な
占有者と同じように教室の弁証法に接続されていると感じること
ができます-これは、非常に予測不可能な世界で平常心を取り戻す
ために高等教育には不可欠です。

教室会議のベストプラクティス
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ゼンハイザーがどのよう
にお役に立てるか

「COVID-19は、世界中の人々の個人的、職業的、学問的
な生活に大きな衝撃を与えました」と、ゼンハイザーのビ
ジネスディレクターであるRon Holtdijk氏は説明していま
す。「ゼンハイザーのオーディオソリューションは、このよう
な危機にもかかわらず、チームや教室を感情的に結びつ
けることができ、現場と遠隔地のギャップを埋めると同時
に、運用や教育上のニーズを満たすことができます。」

TeamConnect Ceiling 2 (TCC2) は、天井に設置されて
いるため、簡単に設置でき、効果的に目に見えないように
なっています。システムに統合されたDANTE®デジタル・オ
ーディオ・ネットワーキング・ソリューションは、出力の通信
ギャップを簡単に埋められるようにします。受賞歴のある
DANTEのオーディオネットワーキングソリューションは、標
準的なIPネットワークと手頃な価格のイーサネットケーブ

ルを使用して、イベント、プレゼンテーション、コミュニケーショ
ンのためのワールドクラスのオーディオ体験を提供するのに
役立ちます。さらに、Sennheiser Control Cockpitソフトウェ
アは、管理者が1か所から複数のマイクを監視し、ハードウェ
アとの物理的な接触を制限し、健康リスクを軽減します。

遠隔会議は場所を超えて、生産性と効率性を向上させます。
しかし、TCC2が最も得意とすることは、さらに重要なことで
す。それは、企業や大学のクラスが仲間意識、つながり、豊か
な意見交換を維持することで、これらの環境を真に意味のあ
る、記憶に残る経験にすることです。



エグゼクティブサマリー

COVID-19のパンデミックは、経済的な混乱によって
もたらされた悲劇的な犠牲者を伴って、システムに
世界的な衝撃を与えました。多くの企業や学術機関
にとって、完全または部分的な遠隔操作への移行は
必要であり、大部分は成功しましたが、複雑さがない
わけではありません。 

このような複雑さから、組織は折衷案を探しています。

オンプレミスとリモートの参加者がどれだけ離れていても、ビ
ジネスプランやカリキュラムの授業を効果的に伝達するために
は、高品質のテレビ会議が不可欠です。ゼンハイザーは、タッチ
レスと従来のITを中心としたオーディオソリューションの両方を
提供し、お客様をサポートしています。
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の人事リーダーは、組織の従業員がリモート
ワークによる生産性の低下を恐れていると
回答しています。

の人事リーダーは、効果的なリモートコミュ
ニケーションやクロスオフィスコミュニケーシ
ョンの障壁として、テクノロジーやITインフラ
の貧弱さを挙げています。

の大学が2020年秋学期に社会的に距離を置いた学内学
習とオンライン要素を組み合わせることを計画している。

の企業がソーシャル・ディスタンシングに対応するため
に職場を再構成しており、52%の企業がリモートワーク
の経験を向上させるソリューションを導入しています。17

76%

54%

66%

72%

17https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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