
日興通信がお役に立てること
「ニューノーマル」に向けた ICT活用事例
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「ニューノーマル」で当社がお役に立てること

当社は2017年度より、ICTを活用した「働き方改革」を推進

してまいりました。

そのノウハウが今回の緊急事態宣言下での業務継続に役立

ちました。

そして現在、「ニューノーマル」においては、今まで当たり前だった

集合型のイベントや研修が出来なくなっています。

この分野においても、新たな取り組みを実施しています。

これらのノウハウをご参考にして頂きたく、ご紹介いたします。
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「ニューノーマル」とは…
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Responseフェーズ
危機への対応

Recoveryフェーズ
新たな生活様式

を作る

Transformationフェーズ
新たな生活様式
で成長する

ビジネスを継続する

• 直近の課題の解決
• 顧客との関係を可能

な限り継続する

ビジネスの回復を図る

• 働き方を変える、柔
軟な組織へ

• 顧客の困りごとを解
決する

ビジネスの成長を図る

• 新たな生活様式での
顧客や従業員との
新たな関係を構築する

• 新たな産業の創出

「ニューノーマル」とは…

NEW NORMAL
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1. テレワークの必須アイテム
Web会議システム ＋ ペーパーレス会議システム

⇒ 社内Web会議ノウハウをお客様との打合せに活用

2. 遠隔授業・研修 や 全社定例イベントをライブ配信
ストリーミングシステム ＋ 映像編集 ＋ テロップシステム

⇒ 単純な映像配信に当社の映像ソリューションを連動

3. 「ニューノーマル」時代のグループ討議
Teams のWeb会議 + ファイル共有機能

⇒ 研修やプロジェクト会議などでのグループ討議をリモートで実現

「働き方改革」で培ったICT活用術で 「ニューノーマル」に対応
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１．テレワークの必須アイテム

Web会議システム
＋

ペーパーレス会議システム
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当社は2017年にZOOMを導入

会議室をつなげる から 個人がそれぞれWeb会議に参加する

同時に
20端末（室・人）まで

端末はPC

１会議100端末
同時に10会議

端末をスマホに

より多くの人と・全社員が・頻繁に！
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コロナ禍でよく見るようになった「5×5」分割画面

当社は2017年から 個人単位でWeb会議に参加していた

部門長が実験台となって全社をけん引する
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印刷費用を削減

印刷時間を削減

資料提出納期が

会議直前までOK

全部門長会議から14,262枚の紙印字が消えた！
※ 配布資料：パワーポイント 815シート＊70名／4（2in1＆両面印字）
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テレワークで威力を発揮 「Web会議＋ペーパーレス会議システム」

ペーパーレス
会議システム

Web会議
システム
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Web会議の画面共有ではなく、ペーパーレス会議システムを使う理由

説明中以外のページも参照可能
（先読み、後戻りして読み直しが出来る）

専用アプリケーションを使用
イントラ内での資料共有

主催者による参加者の承認

主催者が発表資料の表示と
発表操作権を与える

会議運用を支援する機能が充実



Demonstration

先読み・戻り読み をご覧ください



先読み・戻り読み

資料選択

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
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報告権の付与
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２．遠隔授業 や 全社イベント
をライブ配信

ストリーミングシステム
＋

映像編集
＋

テロップシステム
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一般的なWeb会議を活用した研修・セミナー

説明資料が表示され、音声で説明が流れるだけ

一つのページの説明が長くなると、飽きる

Web会議システムの
画面共有機能

プレゼンターが小さく、
表情が分りずらく、
説得力に欠ける
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ICTの活用ノウハウで 臨場感のある研修・セミナーを演出

講師を大きく映し、
熱意の伝わるプレゼン

受講者は、ペーパーレス
会議システムで資料確認

説明の要点をテロップで表示
声と目で記憶に留める
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プレゼンとデモンストレーションをワンタッチで切り替え

デモンストレーション

シーン
プレゼンテーション

シーン

デモンストレーションを行うときは、画面のみを大きく表示

講師がワンタッチで画面を切り替え可能
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遠隔研修・セミナー ライブ配信ソリューション

社内
LAN

社外
インターネット

+ ストリーミングサービス
（Microsoft stream、他）

映像

プレゼン資料

テロップシステム

ミキサー
スイッチャー



20

必要な機能を選択し スモールスタートアップ

社内・校内
WiFi

映像

パワーポイント ミキサー
スイッチャー

テロップ不要・まずは社内・学校内だけから開始



テーマ別 映像テンプレート

プレゼン資料を背景に
社外向けWebセミナー









テーマ別 映像テンプレート

オンラインパネルディスカッション







テーマ別 映像テンプレート

表彰式・受賞者プレゼン















３．「ニューノーマル」時代の
グループ討議

Teams のファイル共有
＋

Web会議・チャット
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模造紙を囲んだワイガヤ会議 を ソーシャルディスタンスで

ソーシャルディスタンスでグループワークをどうやる



40

Strong（強み） Weakness（弱み）

Opportunity（機会） Threat（脅威）

みんなで意見を出し合う（模造紙にポストイットを貼る）

顧客から
の信頼

創業70年
以上

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊ ＊＊＊＊

＊＊＊＊

赤：菊池さん

青：奥田さん

緑：伊藤さん

黄：太田さん

ワーク参加者が
同時に書き込み
が可能

仮想空間に模造紙を置いて議論が可能
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合宿研修 続きは 各自の部屋でオンライン…

パソコンで

ファイル共有
＋

チャット
スマホで

Web会議
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Microsoft Teams の運用課題

① チームの作成基準
無規則にチームを作成した結果、活用されていないチームが存在した
り、同じような目的のチームが乱立する。

② チームの管理（所有者の要件）
チームのメンバー選定・活性化～終了の運用管理・監督責任者である
所有者が 異動や退職(Office365アカウント削除)等により不在になる
可能性がある。

③ チームの終了要件
作成されたチームがプロジェクト終了や対象組織の解散後もファイル
・ログ置き場として残した結果ゴースト化し、リソースを消費する。

④ 社外との共有
社外の人とのWeb会議などのために、メンバー招待すること
による情報漏洩の危険性が生じる。

⑤ セキュリティ対策
Teams上にアップロードしたファイルを自宅の端末や、個人スマホ
等からダウンロードできてしまう。

チーム

チャネル

アップロード
された
ファイル
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Microsoft Teams の運用で決めておくこと

チーム作成者 メリット 懸念点

全ての社員が自由に作成可能 活発な活用が促進される可能性が高い 不要なチームが乱立する可能性が高い

管理職がチームを作成可能 ガバナンスと融通性を兼ね備えた運用 部門長の裁量で活性度合いに差が出る

IT部門のみがチーム作成可能
運用管理のガバナンスが効く
全社的に平等な使い方が推進される

活発な活用が阻害される可能性がある
IT部門では許可・否認の判断が出来ない

チームの作成基準

チームの所有者（管理責任者）は誰か

チーム作成者（部門長含む）が決める 部門長 ＩＴ部門

所有者のITリテラシー・熱意によって差が出る
複数人設定することで所有者不在を回避できる

部門長の裁量で活性度合いに差が出る
工数的に不可能
チームに深く関与できない
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Microsoft Teams の運用で決めておくこと

永久的に残す 利用しなくなったらすぐに削除 チームの有効期限を設定する

部門内情報共有や生産性向上のため
の利用として有効

IT部門による監視で強制削除、リソー
スの有効活用

チーム作成時に終了時期を設定する
ので、利用目的が明確になる

終了したチームが残り、活性化されてい
ない印象になる。 リソースの無駄遣い

「使わなかったら自動的に削除される」
という考えで無責任にチームを作成

新しい使い方・今まで利用してこな
かった部門への活用促進を阻害する

チームの終了要件

社外との共有

ゲストの参加を認める ゲストの参加を認めない

ゲスト参加に関する運用規定を定める必要がある Web会議など、別の手段を設定する必要がある
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Microsoft 365 のセキュリティ機能

Teamsへアクセスする際にさまざまな条件を設定する。「だれが」「どこから」「どのデバイス」「どのアプリ」といった条件を付加し、最
終的にTeamsへアクセス許可するのか、多要素認証を実施して許可する、またはアクセス拒否するといったフローを設定する。
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まとめ

 Web会議・ペーパーレス会議システムに関するご相談を
受け賜ります。

 LIVE配信・VODによる遠隔研修・セミナー・イベントに
必要なインフラを事例をもとにご提案します。

 Teams を活用した、グループワーク研修・Web会議・
チャット事例、運用上の考慮点をご紹介します。






