製品番号

8MT31PA#ABJ

オペレーティングシステム

8MQ48PA#ABJ
Windows® 10 IoT 64 Enterprise

インテル®Core™i5-7500T プロセッサー
(2.70 GHz- 最大3.30GHz ※1/
インテル®スマート・キャッシュ6MB)

プロセッサー
チップセット

インテル®Core™i7-7700T プロセッサー
(2.90 GHz- 最大3.80GHz ※1/
インテル®スマート・キャッシュ8MB)

インテル®Q170 チップセット

オーディオ

オーディオ付き

サウンド
メモリ容量（最大容量）
メモリスロット※2

Conexant CX7501 codec、内臓スピーカー

Conexant CX7501 codec

PC4-19200(2400MT/s)：8GB(4GB×2) (最大32GB)

PC4-19200(2400MT/s) : 16GB(8GB×2) ( 最大32GB)

2 DIMM ソケット(2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260 ピンDIMM)

ストレージ

SSD M.2(NVMe) : 128GB

※3

インテル® HD グラフィックス 630

プロセッサー内蔵
グラフィックス

ビデオメモリ

メインメモリ(システムメモリ)と共有※4

標準解像度

640 x 480 〜 4,096 x 2,160 、1,677 万色

※5

拡張スロット

M.2-2230×1 (for WLAN)( 空0) 、M.2-2280×1 (for Storage)( 空0)
ネットワーク
コントローラー※6

インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション
インテル® 8260 ac 2x2 +Bluetooth vPro

ワイヤレスLAN
外部インターフェイス

USBポート

USB3.1 Type-A×2 、USB3.1 TypeCx2（うち1 つはDisplayPort™ Alternate モード対応※7 ）

モニター

HDMI×1（出力） 、HDMI×1（入力）、DisplayPort×1

その他I/O

マイク/ ヘッドフォン×1

ケーブル

ケーブル＆ポートカバー

対応ソリューション

Zoom Rooms

モジュール

HP Center of Room
Control
(Skype用コントローラー)

オーディオなし(Audio Ready)

HP Video Ingest モジュール
画面サイズ

12.3 インチ

インターフェース
機能

Type-C （電源供給含む）
会議スケジュール確認、ミーティング開始・終了、参加者の招待、ボリュームコントロール、他

キーボード

USB スリムスタンダードキーボード（日本語版109A キーボード）

マウス

USB 光学マウス

セキュリティ機能

HP Sure Start with Dynamic Protection 、セキュリティロックケーブル用スロット

Intel®vPro™テクノロジー

対応

サイズ(W×D×H)

165×165×112mm（本体）

質量

約1.52kg（本体）

使用環境

温度10-35℃ 、湿度10-90%

動作電圧範囲

90 - 264V

電源ユニット

90W AC アダプター（電源変換効率85% 以上）

消費電力(通常 / 最大)

9W/30W

国際エネルギースタープログラム

9W/31W
適合

省エネ基準達成率☆1
エネルギー消費効率（2011年度基準）

対象外※8
☆2

対象外※8

各種規格適合

RoHS 指令、J-Moss ☆3 、PC グリーンラベル( ★★★ V13) ☆4 、MIL-STD-810G

PCリサイクル

なし

リカバリメディアキット
付属品

なし
保証規定（サービスおよびサポートを受けるには） 、クイックセットアップ、AC アダプター、
DisplayPort to HDMI 変換アダプター、電源コード、3-2 極アース付変換アダプター、保証書等※9

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
★電話による無償テクニカルサポート期間は、
本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。
★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、
動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1 コアのみ動作している場合の測定値です。
※2 増設は1 枚単位で可能ですが、
デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、
メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
※3 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、
表記上のハードディスク容量は、1GB=1000 3 Byte 換算であり、1GB=1024 3 Byte 換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
※5 解像度及び発色数は、
接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
※7 HP Video Ingest モジュール使用する場合、
占有。
※8 本製品はプロセッサーの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります
※9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアル製品にあらかじめインストールされています。
☆1 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示後A=達成率100%以上200未満、
AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
☆2 エネルギー消費効率とは、
省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
☆3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PC におけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
☆4 PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★は達成率35%未満、
★★は35% 以上70%未満、
★★★は70%以上を示します。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
受付時間：月曜〜金曜 9:00 〜19:00 土曜 10:00 〜17:00
（日曜、祝日、5月1日、年末年始など、
日本HP指定の休業日を除く）
※フリーダイヤルがご利用いただけない場合 03-5749-8291
（直通）

0120-436-555

「HP Elite Slice」に関する詳細情報は、https://jp.ext.hp.com/desktops/business/eliteslice_meeting/

株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

HP Elite Slice G2
with Zoom Rooms
実 践 レ ビュー

HP Elite Slice G2 with Zoom Rooms

実践例1｜ Slice with Zoom オーディオ付きモデルを選択

実践レビュー

日本の企業では新しい働き方を取り入れる動きがますます活発になり、
在宅勤務をはじめ、相手企業で業務をおこなうサテライト、あるいは勤務場所を選ばないモバイルワークまで
様々なタイプのテレワークが一般化しつつあります。
そこで課題となるのがリアルタイムの情報共有です。
チャットツールも便利ですが、対面のコミュニケーションにはかないません。
相手の表情やしぐさまでを伝えるテレビ会議システムが理想ですが、
コストや専用回線の敷設など敷居が高い印象があります。

会議室

そこで登場したのが手軽で高品質なオンラインコミュニケーションが実現できるソリューション

用意したシステム

会議室サイズ

22㎡

テレビ会議システム

HP Elite Slice G2 with Zoom Rooms

収容人数

最大12名（※写真のセッティング時は6 名）

外部スピーカー・マイク

なし※本体デバイスで対応

投影機器

大型液晶ディスプレイ

会議用カメラ

ロジクール PTZ Pro 2

「HP Elite Slice G2 with Zoom Rooms」です。
どのような特長があるのか、実際に体験しながらレビューしたいと思います。

実践例2｜ Slice with Zoom オーディオなしモデルを選択

準備編
会議室

テレビ会議システムが身近になる
「HP Elite Slice G2 with Zoom Rooms（以 降、Slice with Zoom）」

システム

会議室サイズ

65㎡

テレビ会議システム

HP Elite Slice G2 Audio Ready with Zoom Rooms

収容人数

約30名（写真のセッティング時は18名）

外部スピーカー・マイク

ヤマハ YVC-1000MS

投影機器

プロジェクター

会議用カメラ

ロジクール PTZ Pro 2

いるためです。

は、製品名の通り、Zoom Video Communications 社（日本法人 ZVC

今回は用意した会議室が中規模（12名程度）なのでスピーカーとマイ

JAPAN ※以降、Zoom）のビデオミーティングソリューション「Zoom」

クユニットが内蔵されたオーディオ付きモデルを用意しましたが、

をベースにしたテレビ会議システムを簡単に構築できるソリューシ

それ以上の規模の会議室に設置する場合や、音声の品質をさらに向

ョンです。今回のレビューでは会社の会議室を舞台に、オンライン会

上させたいという場合にはオーディオなしモデルを選んで、テレビ

議はもちろん、Zoom の柔軟性を活かしたウェビナーの開催までを

会議専用のオーディオ製品などと組み合わせるのもおすすめです。

実証したいと思います。
また、Web カメラに関してはなるべく品質の高いものを選んでくだ
用意する機材は Slice with Zoom のオーディオ付きモデルと Web カ

さい。Zoom は鮮明な動画が提供できるプラットフォームですから、

メラのみです。あとは会議室にあるインターネット回線を使います

発言している人物の表情やしぐさがはっきり伝わるクオリティを持

がこちらは有線 LAN で接続します。これはホストになることも多い

つ製品が理想です。

拡張性の高さも魅力
Slice with Zoom は、外部スピーカーとの連携をはじめ、プロジェクターや大型液晶ディスプレイが簡単に接続できます。従来では会議室の
規模に合わせてシステムを構築すると費用が掛かることはもちろんですが、
スピーカーシステムの敷設などと合わせると、工事が必要になるケー
スなどもありました。しかし、Slice with Zoom なら、Windows10 IoT ベースのコンピューターとして、プラグアンドプレイに対応するデバ
イスであればほぼ自動で認識できるため、本体に接続するだけでシステムが簡単に構築できます。既存の機器と連携でき、かつ新規購入する
際にも幅広い選択肢に対応できるので、必要に応じて最適な構成を選びましょう。

ことから、通信速度だけでなく安定性を高めるためにも推奨されて
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今回使った外部機器

ハードウェアのセッティング
本体

マイク・スピーカー

ヤマハ YVC-1000MS

外部インターフェイス

少し大きな会議室になると、専用スピーカーシステム導入のメリットは

USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC（近距離無
、
オーディ
線通信）
、
オーディオ入力端子
（RCA ピン）
、外部スピーカー端子
（RCA
オ出力端子
（RCA ピン）
ピン）
× 2、電源端子、
マイク端子 , マイク：入力端子、
出力端子

顕著です。明瞭な会話が可能になるので生産性も大幅に向上します。
最大消費電力

20W（マイク1台接続時）、
35W（マイク5台接続時）

サイズ

本体：332(W) × 95(H) × 162(D) mm,
マイク：136(W) × 36(H) × 136(D) mm

重さ

ではさっそく機材の準備をしていきましょう。まずはシステムの中
心となる Slice with Zoom をセットします。今回はオーディオ付き
モデルなので、テーブルの真ん中にくるように設置しますが、VESA
マウント対応のアダプターがあるので、本体を壁掛けにしたり、テー
ブルの下に設置したり、自在なレイアウトが可能です。特に外部スピー
カーとの連携を前提にしたオーディオなしモデルの場合、筐体もコ
ンパクトになるので机の中にしまっておけるサイズになります。

本体：1.8kg, マイク：0.4kg

設置場所が決まればあとは投影する機器
（今回は大型液晶ディスプ
レイ）や Web カメラ、ネットワークケーブルなどを接続するだけです。

オーディオ
マイク

単一指向性×3

Slice with Zoom では、ケーブル類がひとまとめにできる専用ケーブ

収音範囲

推奨3m以内／最大5m（360度）

ルに各端子を差し込むだけなので、とてもきれいに取り回しができ

スピーカー

フルレンジ×1

ます。常設する場合でも、施工がとても簡単にできるのは大きなメリッ

音量

最大 95db（0.5m）

トだと思います。

会議テーブルの目隠しにケーブルを収めるとすっきりしたレイアウトになります

投影機器はほとんどの会議室の場合、据え置きとなっているので問

会議用カメラ1

題はありませんが、Web カメラに関しては運用を考えて設置場所を

ロジクール PTZ Pro 2

決める必要があります。テレビ会議専用なら投影機器の上部などに

パン、ティルト、ズームが使える HD1080p ビデオカメラです。ズームは

据え置きしてもよいですが、ウェビナーのように多数へ向けて情報

10倍なので、遠隔地にいる人でもプロモーションしやすく、細部まで明解

発信する場合は投影機器を使ったプレゼンテーションをしながら話

に映すことができます。会議室全体を見回すことも可能で、
リアルなコミュ

者を撮影する、といったシーンも出てくるため、ある程度の自由度が

ニケーションがおこなえる製品です。

ほしいところです。今回は両方のシーンに対応するため、Web カメラ
はあえて自由な場所におけるようにしました。似たような使い方をす

本体
カメラ可動範囲

る場合、カメラの向きが変えられるタイプの製品だと撮影アングル

／40 °のティルトおよび
±90 °のパン、±35°

も自在なのでとても便利です。

10 倍HDズーム

接続

プラグ＆プレイの USB 接続

リモコン

IR8.5mの操作範囲

本体サイズ

146×131×130mm／重量 580g

各端子はこのように一カ所にまとめておけるので、
トラブルの少ないデバイス管理ができます

ロジクール

BRIO
4K 対応の Web カメラです。最大で4K Ultra HD（30fps）に対応し、高解像
度の映像を高フレームレートで届けることが可能です。また、HDR を採用
しているので照明環境の変化にも強く、日光下や微光でも被写体をより
自然な姿で捉えます。

本体

4
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視野角

対角90 °、水平 82.1°、垂直 52.2°

カメラ

フル HD5倍ズーム、オートフォーカス他

接続

プラグ＆プレイの USB 接続

本体サイズ

63×36×19mm／重量44g

5

ハードウェアの設置はわずか15分！
導入コストを大幅に削減できるベストソリューション
ここまでのセッティングにかかった時間は15分程度です。例えば VESA マウントを壁に取り付けるといった場合にはもう少し時間がかかるでしょうが、それ
でもほとんど迷わず誰でもセットアップできると思います。設置の負担が少ないのも Slice with Zoom の特長といえるでしょう。

Office365会議室メールボックスの作成
※この作業は Office 365の管理者の PC で行います。
このセットアップ手順では Zoom の管理者と Zoom の管理者に同じユーザーを使用していますが別のユーザーでも構いません。

1

2

3

また、今回の環境構築にかかった費用は、Slice with Zoom（オーディオ付きモデル）
で228,000円※、Web カメラが70,000円※、合計で298,000円とい
うテレビ会議システムとしてはかなりのコストパフォーマンスを実現しています。例えば部署単位でスモールスタートから始めたいという場合でもチャレ
ンジしやすい価格帯にあるので、
コミュニケーションの強化を考えている企業にとっては朗報となるはずです。
※ライター調べによる2020年1月時点のメーカー希望小売価格です。実際の購入時には改めてご確認ください。

ZoomRooms のセットアップ
設置が済んだら、実際に使い始める前に必要な通信環境のセットアップをおこないます。必要な手順がいくつかあるので、それぞれについて画面を使って

ルームに割り当てるカレンダーとして Office365 の
会議室メールボックス（および予定表）を作成します。
Office365に管理者としてサインインし、ホーム画面か
ら [ 管理 ] をクリックします

Microsoft 管 理 セ ン タ ー で、管 理 セ ン タ ー の 下 の
[Exchange] をクリックします

Exchange 管理センターで受信者の下の [ リソース ] を
クリックします

ご紹介していきます。

4
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5

※この作業は Zoom の管理者の PC で行います。

1

2

3

[+] をクリックして、会議室メールボックスを新規作成します
まず初めに Zoom Rooms を作成します。Zoom ウェブ
ポータルに Zoom Rooms の管理者としてサインイン
しましょう

[ ルーム管理 ] → [Zoom
ム ] をクリックします

4

Zoom Rooms に割り当てるルーム名を入力し、[ 終了 ]
をクリックします

6

7

8

5

ルームが作成され、
アクティベーションコードが生成されます。このアクティベーショ
ンコードを Slice with Zoom に入力することで Zoom Rooms が利用可能にな
ります

6

Rooms] を選択し、[ 追加ルー

作成した会議室メールボックスをダブルクリックして開
きます

HP Elite Slice G2 with Zoom Rooms 実 践レビュー

スケジュールされた Zoom 会議をワンタッチで開始するにはルームにカレ
ンダーを割り当てる必要があります。カレンダーサービスには、Google カレ
ンダー、Office365、Exchange が利用可能です。今回の手順では Office365
を使用します

[ メールボックスの委任 ] をクリックし、[ メールボックス
所有者として送信する ] の下の [+] をクリックします

O365管理者ユーザーを選択し、[ 追加 ] → [OK] をクリッ
クします

会議室メールボックスの編集の右側のバーを下にスク
ロールして、[ フル アクセス許可 ] の下の [+] をクリック
します

7

Office365会議室メールボックスの作成
9

ルームへのカレンダーの追加

10

11

1

Zoom ウェブポータルに Zoom Rooms の管理者とし
てサインインし、[ ルーム管理 ] → [Zoom Rooms] をク
リック、作成したルームの [ カレンダーを追加 ] を選択し
ます
O365管理者ユーザーを選択し、[ 追加 ] → [OK] をクリッ
クします

もう一度 Office365に管理者としてサインインし、
ホー
ム画面から [Outlook] をクリックします

2

[ カレンダーを追加 ] をクリックします

3

カレンダーサービスを追加で [Office365] をクリックし
ます

予定表を開き、画面右上のアカウントアイコンをクリッ
クし、
ドロップダウンメニューを表示させ、
[ 他のメールボッ
クスを開く] を選択します

4

5

13

12

作成した会議室メールボックスの名前を入力し、[ 開く] をクリックします

14

会議室のメールボックスが開くので、[ 個人用の予定表 ] の下の [ 予定表 ] の右の [・
・
・]
をクリックして、表示されたメニューから [ 共有とアクセス許可 ] を選択します

15

カレンダーの承認方法を選択するで [EWS で承認 ] を
選択します。Office 365アカウント用メールアドレスと
パスワードに Office 365 の管理者アカウントのメール
アドレスとパスワードを入力してください。アカウント権
限タイプに [ 完全アクセス権を持つ代理人 ] を選択し、
[ 認可 ] をクリックします

カレンダーリソースを選択のプルダウンから、ルームに
割り当てる会議室メールボックスを選択し、[ 保存 ] をク
リックします

16
6

管理者ユーザーのメールアドレスを入力し、
プルダウン
メニューから [ 編集が可能 ] を選択し、[ 共有 ] をクリック
します

管理者ユーザーのメールボックスを開き、予定表共有
のお知らせの [ 承認 ] をクリックします

管理者ユーザーの予定表で、
［他の人の予定表］の下に
会議室メールボックスが表示され、それを選択すると会
議室メールボックスの予定が表示されます
ルームにカレンダーが割り当てられました。この画面の
アクティベーションコードは次の Slice with Zoom で必
要になりますので、必ずメモしておいてください

8
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9

Slice with Zoom のセットアップ

OutLook からの Zoom 会議のスケジュール
※この作業は Zoom ユーザー（または管理者）の PC で行います。

1

2

ここから先は Slice with Zoom の設置とカメラやスピー
カーの接続が完了してからおこなう設定です。準備が
できたら Slice with zoom のルームコントロール（タッ
チパネル）の開始画面で、[ アクティベーションコードを
入力 ] の部分をタップします

4

Zoom ウェブポータルで確認した、ルームのアクティベー

ションコードを入力します

5

設定をタップします。この画面からデバイスの設定や
Windows の設定などを行います

[ カメラ ] をタップします。初 期 状 態 では HP Video
Ingest が選択されています。接続した外部カメラがソー

3

Zoom Rooms が利用可能になります

1

Outlook の予定表に Zoom 会議を登録できるように
します。事前に Zoom アカウントの登録と、Outlook に
Zoom プラグインをインストールしておいてください。
はじめに Outlook の予定表で Zoom プラグインの [ ミー
ティングをスケジュールする ] をクリックします。

2

[Zoom - ミーティングをスケジューリング ] で
Zoom ミーティングの設定をし、[ 続ける ] をクリックします

3

Zoom ミーティングのための会議通知が作成されました。
送信先に Zoom ルームに割り当てた会議室のメールア
ドレスを追加して [ 送信 ] をクリックします

スの下に表示されますので、使用する外部カメラ
（今回
をタップします
は PTZ Pro 2）

スケジュールされた Zoom 会議の開始

6

7

パスコードを入力して、
[OK] をタップします。初期状態の
パスコードは [00000] です。パスコードの変更は Zoom
ウェブポータルのルームの編集画面から行えます

カメラが使用する外部カメラ
（PTZ Pro 2）
に変更されま
した。外部スピーカーを接続している場合は同様の手
順で設定しましょう

1

Slice with Zoom のルームコントロール（タッチパネル）
の [ ミーティング ] をタップします。スケジュールされて
いる Zoom 会議が表示されるので会議名を選択してく

2

Zoom 会議が開始されました。これでひととおりの設定
は完了です

ださい

10
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設定は簡単！手順を踏まえれば誰でもできる

実践編
Zoom 未登録のスマホやタブレットユーザーも
URL クリックだけで参加が可能！

ソフトウェアの設定がすめば準備は完了です。この作業もマニュア
ルを見ながらなら、それほど時間はかからないと思います。設定が
簡単にできる理由として、Windows ベースではあるものの、Zoom
に特化した単機能の Windows IoT 専用アプリケーションによる恩
恵があるといえます。

すべての準備ができたので、
さっそくSlice with Zoom でオンラインコ

参加者はメールに書かれている URL をクリックするだけで、自動的に

いわゆる、パーソナルコンピューター向けの多機能ではなく、機能を

ミュニケーションをしてみます。まずはテストがてら他の PC で立てたル

Zoom にアクセスすることができます。アプリのインストールがされ

絞り込んでいるため、逆に扱いやすさが増している印象です。また、

ーム
（Zoom 上の会議室）
から招待してもらい、参加者として接続してみ

ていない場合は別途ダウンロードが必要ですが、App Store、Google

余計な操作ができないので設定ミスなどがほとんどなく、Zoom 以

ます。

Play のいずれにも用意されているので準備はすぐに終わるでしょう。

Slice with Zoom に接続された大画面液晶ディスプレイ上にはルーム

もちろん、
ミーティング中に Slice with Zoom に PC を HDMI で接続す

のパネラーからの配信が表示され、音声も良好に聞き取れています。つ

れば、PC 上のパワーポイントなどの資料を画面共有することもできま

まり、Zoom 経由で配信されるウェビナーなどを、自社の会議室に居る

すから、
テレビ会議としての機能は十分な品質があるといえます。

外での Web アクセスなどもおこなわないのでセキュリティ面でも安
心です。

これまでのテレビ会議システムでは情 報システム部門が管 理しな
いと運 用が 難しかったケースが多かったと思いますが、Slice with

接続したデバイスの管理は一画面に集約されています。直感的な UI なので、誰に
でも操作できるのも特長です

メンバーがまとまって視聴するということもできることが分かります。

Zoom なら誰にでも運用・メンテナンスがおこなえます。これによっ
て日常の管理への負担は大きく軽減できるはずです。

そしてこれも Zoom の特長になりますが、
ウェビナーが非常に簡単に開
これで接続できたことが分かったので、つぎにミーティングをスケジュ

催できる点も見逃せません。最大1万人まで対応できるため、
オンライ

ールします。これがいわゆるテレビ会議になりますが、Zoom でこれを

ンイベント等も可能なキャパシティを持っています。これならビジネス

おこなう最大のメリットは Zoom のユーザー以外の、例えば出張先でス

用途としてはかなり強力なツールとなるはずです。

マホしかない人でも URL をメールで送付するだけで簡単に参加できる
ところにあります。

ウェビナーに招待されたユーザーとして参加します。うまく接続できているようです

12
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ミーティングルームを作ってテレビ会議をおこないます

13

実際に配信した
ウェビナーの模様です

ミーティングやウェビナー中にスライドを挟むときは、
ビデオユニットに
HDMI ケーブルで PC を接続します。基本的にこれだけで画面共有が可能になります

Zoom のウェビナーに参加されたことがある人なら分かると思いますが、
投票や挙手、
チャットといった機能ももちろん使えます。これらを効果的
に駆使すればマーケティングツールとしてもかなり有効でしょう。

メールでウェビナーの URL を送付する
だけで参加者を募ることができます。こ
の手軽さやデバイスを選ばない柔軟性
の高さは Zoom ならではの特長です

これまでオウンドメディアとして動画配信をする場合、収録、編集、
アップ
ロード、配信準備、本配信と非常に多くの手間が掛かっていたと思いま
すが、Slice with Zoom 上でウェビナーを実施すれば、
リアルタイムに
手間なく貴重な情報を発信できるようになります。

情報共有から情報発信まで
積極的に使っていけるベストソリューション！
実際に会社の外にいる協力スタッフにウェビナーに参加してもらい
ましたが、特に説明の必要もなく各自が招待メールから URL を頼り
に簡単にアクセスできました。また、ノート PC、スマートフォン、タブ
レットといずれのデバイスでも快適な視聴ができ、評価はとても高かっ
たです。

Zoom の追加機能にも注目！

Slice with Zoom は、テレワーク時代に必須のコミュニケーションプ

Zoom には様々な機能があります。コミュニケーション機能も豊富ですが、例えば話者の背景にほかの画像を合成する「バーチャル背景」などは、

ラットフォームになるだけでなく、積極的なマーケティングアプロー

天気予報のテレビ番組でお天気キャスターが背景の天気図を指し示しながら予報を解説するのと同じようなインタラクティブな映像配信

チなどにも応用できるソリューションだと思います。相手や場所を選

がおこなえる機能のひとつです。
アイデア次第で可能性が広がる Zoom ですが、こうした機能を使いこなすには配信するコンピューターのスペックも要求されます。Slice

インターネットに繋がれば、場所はどこでもOKです

ばず、より多くの人々と繋がることができる Slice with Zoom は、こ
れからの企業に必須のツールとなるはずです。

with Zoom のオーディオなしモデルなら、インテル Core i7 プロセッサーおよび16GB メモリ搭載マシンが選択できるので、表現力を高めた
い場合にはなるべくハイスペックな製品を選ぶのもコツです。
将来的に Zoom では話者の音声をリアルタイムにテキスト化する構想もあるといいます。今のところ英語対応が先になるようですが、その
先には多国語対応、同時翻訳といった機能追加も実現されるのではないかと個人的には予想しています。英語が苦手な人もまだまだ多いの
が実情ですし、もしこれらの機能が実装されれば、グローバルビジネスでのコミュニケーションツールとしてさらに強化されるとみて間違
いないでしょう。Slice with Zoom でのテレビ会議システムの高効率運用と共に、
Zoom の追加機能にも要注目です！
スマートフォンからみたウェビナー。スライド挿入時には、配信者の映像が小窓へ
スマートフォン、タブレットPCでも参加できます
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移動して見やすい画面構成になります

15

