
空間創出プレイヤーとしてオフィスに 
新たな価値を提供する 
「DAYS OFFICE」

文具や事務用品の製造・販売、オフィス空間の
設計などを手掛けるコクヨ株式会社（以下、コ
クヨ）は、ノートブックPCを使う小規模なミー
ティングや会議を活性化させるため、インテル® 
Unite™ ソリューションを導入し、ケーブルレス
での会議を実現しています。その狙いは、同社
が2016年 7月にリリースした新しい家具ブ
ランド「DAYS OFFICE」において、インテル® 
Unite™ ソリューションが「会議スタイルの変革」
を実現するソリューションとしての採用を目指
して、その効果と利便性を自社で検証するた
めです。

「DAYS OFFICE」とは、「空間創出プレイヤー」
としてお客様に新しい価値を届けたいという理
念で事業を進めるコクヨが、「働きやすく、過ご
しやすい空間」を商材として提供するためのブ
ランドです。近年は、従来の「効率性を重視した
オフィス空間」から、自宅やカフェのように「多
様な過ごし方を受け入れてくれる居心地の良
い空間」で働きたいとの声が、若者を中心に聞
かれるようになっています。

また、最近特に重視されるようになっているの
が、部門を超えたコミュニケーションの活性化
です。従来のように「部門単位」で区切られた
オフィス空間では、他の部門とのコミュニケー
ションは希薄になり、誰がどこで何をしている
かがわかりません。結果として会社全体が持つ

課  題

•  会議時にコミュニケーションが切断：複数で会議を行う際、モニターへの接続の切り替えを行うと
コミュニケーションの切断が発生する。

•  セレクターでの切り替え：モニター切替器（セレクター）を使うと、セレクター本体や複数のモニター
ケーブルがテーブルの上を占有し、円滑なコミュニケーションが取れなくなる。

ソリューション

•  ミニPC：インテル® Unite™ ソフトウェアをインストールしたPC（インテル® vPro™ テクノロジー
必須）。

•  インテル® Unite™ アプリケーション：利用者のデバイスにインストールするアプリケーション。

導入効果

•  ケーブルレス会議の実現：モニターへの接続がケーブルレスになり、快適なコミュニケーションがで
きるようになった。

•  利便性の向上：モニターとPCを接続するための変換アダプターが不要になり、即座につなげるよ
うになった。

ビジネス価値

•  会議の活性化：特別な教育も必要なくすぐに使いこなすことができるため、会議は活性化されている。

•  コラボレーションの実現：複数のPC画面の同時共有など、画像共有の方法が複数あることで利用
者同士のコラボレーションが実現した。

会議参加者のPC画面をケーブルレスで共有 
画面を全員が参照することで会議が活性化
オフィスでの過ごし方に新しい空間価値を提供するブランド「DAYS OFFICE」において、 
インテル® Unite™ ソリューションを採用し、ケーブルレスの資料共有を実現

コクヨ株式会社
本社：大阪府大阪市東成区大今里南
6-1-1

創業：1905年 10月
資本金：158億円
売上高： 3,042億円 
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会議参加者のPC画面をケーブルレスで共有 
画面を全員が参照することで会議が活性化

ノウハウや、眠っている価値が社員全員で共有
されず、イノベーションを阻害する要因となって
います。マネジメント層とワーカー層のコミュニ
ケーション不足も、どの企業にもある普遍的な
課題です。「DAYS OFFICE」は、こうしたコミュ
ニケーションの課題を解消し、社員間で密度が
濃く、質の高い交流が生まれる空間を作るコン
セプトから生まれました。ファニチャー事業本
部 ものづくり本部 コミュニケーションバリュー
チーム バリューチーム長の天野高光氏は次の
ように説明します。

「多目的な空間に多くの人が集まることで、部
門や世代を越えたコミュニケーションが発生し
ます。そして、『あの部門の人はこんな仕事をし
ている』『あそこでこんなテーマについて話し合
いが行われている』といったことが可視化され、
知の共有が促進されていくでしょう。しかし、こ
うしたオフィスを実現しようとすると、専門の業
者に依頼することになり、手間とコストが発生
します。そこでメーカーであるコクヨが、オフィ
ス用品や各種ソリューションを組み合わせて提
案し、誰でも簡単に豊かなオフィスを作れるよ
うにしたものがDAYS OFFICEです」。

会議の資料共有時に発生する 
複数のPCのモニターへの 
接続作業の解消を目的に 
インテル® Unite™ ソリューションを採用

コクヨでは「DAYS OFFICE」をお客様に提供
するにあたり、そのコンセプトを体感できるエ
リアを、東京・品川オフィス内にオープン。そこ
では、同社の社員が実際に働きながら、DAYS 
OFFICEのコンセプトやソリューションを検証し
てきました。その中で業務課題として浮上して
きたのが、複数のメンバーで資料を共有しなが
ら行う会議です。複数の参加者が必要な資料
を共有する場合、以前は紙に印刷して配布して
いました。今ではほとんどがペーパレスになり、
各自が持ち込むノートブックPCをミーティン
グ・スペースにあるモニターに接続して情報を
共有しています。しかし、参加者がそれぞれの
資料を共有しようとなると、モニターケーブル
をつなぎ替えなければなりません。モニターか
ら遠い位置に座っている参加者は、わざわざ近
くまで席を移動する必要があります。ケーブル
をつなぎ替えると、そこでコミュニケーションが
一時的に中断し、無駄な時間が生まれてしまい

事前にインテル® Unite™ アプリケーションを 
インストールしておけば、6桁のPIN番号を 
入力するだけで会議に参加が可能

「インテル® Unite™ ソリューションの 
導入により、モニター接続のための 
ケーブルの取り回しがなくなり、 
想像以上に快適な 
コミュニケーションが 
できるようになりました」
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バリューチーム長
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品川の「DAYS OFFICE」内に5台ミニPCを設置。中型モニター、大型モニター、プロジェクターで 
ケーブルレス会議ができる。

インテル® Unite™ 
アプリケーションを
インストールした
クライアントPC

インテル® Unite™
ソリューション用
サーバー

インテル® Unite™
ソフトウェアを
インストールしたミニ PC
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会議参加者のPC画面をケーブルレスで共有 
画面を全員が参照することで会議が活性化

ます。ケーブルの差し替えの問題は、モニター
切替器（セレクター）を導入することでも回避
はできますが、そうすると多くのケーブルが机の
上を占有してしまい、円滑なコミュニケーション
が取れなくなる恐れがあります。

会議における資料共有の課題を解決する手段
を模索していたコクヨは、インテルの展示会で
見つけたインテル® Unite™ ソリューションを採
用しました。

「何かいい解決方法はないだろうか？ と考えてい
たところ、インテル® Unite™ ソリューションの存
在を知り、『これは使えるのではないか』とひら
めきました。クライアント用のソフトをPCにイン
ストールするだけで使える手軽さがいいですね。
その他にも、複数の参加者の画面をモニターに
投影する機能や、社内ネットワークにアクセスし
て遠隔地から画面を共有できる機能なども、私
たちの業務には有効と判断しました」（天野氏）。

アプリケーションの 
インストールさえできれば 
誰でも迷うことなく利用できる

インテル® Unite™ ソリューションの採用を決定
したコクヨは2015年11月、品川オフィスの
DAYS OFFICEに、インテル® Unite™ ソフトウェ
アをインストールしたミニPCを設置して、アプ
リケーションのインストールや、サーバーへのセッ

トアップの作業を行いました。そして、2016年
4月から本格的な活用に入ります。現在は、少
人数向けのミーティング・スペースや、10人前
後が参加できる会議室など5カ所にミニPCを
設置し、中型モニターや大型モニター、プロジェ
クターで会議ができるようになっています。

主な利用者は、品川オフィスの総務、人事、企画、
開発部門などの約 60名。インテル® Unite™ 
アプリケーションをインストールしてあるノート
ブックPCのOSはすべてWindows® 7です。
導入教育は特に行っておらず、アプリケーション
のインストールさえできてしまえば誰でも迷う
ことなく利用ができるといいます。ファニチャー
事業本部 ものづくり本部 コミュニケーションバ
リューチーム ICTグループの乾泰宏氏は、「利
用者はアプリケーションを立ち上げてPIN番号
を入力するだけで使えるので、普通にPCが使
える人なら問題ありません。特別なマニュアル
も必要なく、感覚的に使いこなしています。その
ため、インテル® Unite™ ソリューションがある環
境なら迷わずケーブルレスで接続して資料を共
有するモチベーションが生まれています」と語
ります。

画像共有の方法が複数あるのは 
利用者にとっては大きなメリット

インテル® Unite™ ソリューションの導入により、
DAYS OFFICEで課題となっていた会議時の

インテル® Unite ™  
ソリューション

スマートで、安全な会議を実現する
ソリューション。会議室にインテル® 
Unite™ ソフトウェアをインストールし
たミニPC（インテル® vPro™ テクノロ
ジー必須 )を設置し、ノートブックPC
やタブレットなどのデバイスにインテル® 
Unite™ アプリケーションをインストー
ルすることで、ワイヤレスで会議ができ
る。画面共有はもちろん　提供したい
ものがあれば参加者は誰でも画面を
シェアすることが可能。最大4画面を
同時にモニターに表示することができ
るほか、自分の画面にはシェアされた
ものから1つを選んで表示することも
できる。画面にペンツールで書き込み
をしたり、気に入ったアイデアをハイラ
イトしたり、気に入ったアイデアを強調
したりとコミュニケーションの活性化
にも貢献する。リモートからのアクセ
スにも対応し、喫茶店や自宅などから
参加してプレゼンをしたり、画面に書き
込んだりすることも可能だ。プラグイン
を使えば、室内の照明、スピーカー、カ
メラ、温度などを制御することもできる。

操作はシンプルで、事前にユーザーの
デバイスにインテル® Unite™ アプリ
ケーションをインストールしておけば、
あとは会議参加時に6桁のPIN番号
を入力するだけだ。今後は、モバイル
OSの対応や複数拠点での会議のため
の機能も追加される予定だ。

コミュニケーションの課題を解消し、社員間で頻度の高い交流が生まれる空間を作るコンセプトから生まれた
「DAYS OFFICE」
詳しくは、コクヨのサイトをご覧ください。　http://kokuyo.jp/days
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ケーブルの取り回しはなくなり、快適にコミュニ
ケーションができるようになりました。モニター
に接続するための変換アダプターも不要にな
り、利便性も向上したといいます。

「会議室のモニターのコネクターはすべて
HDMIですが、社員が利用しているノートブッ
クPCの機種によってはD-subやDVIだけの
ものもあり、変換アダプターが必要でしたが、
インテル® Unite™ ソリューションならどのPC
でもすぐに使えるので手間がかかりません」 
（乾氏）。

インテル® Unite™ ソリューションは利用者にも
浸透し、DAYS OFFICEで行われるミーティン
グや会議では積極的に活用されています。利
用者に実施したアンケートでも「便利になった」
「資料発表のタイミングが早くなった」「話を中
断することなく資料が出せる」「ケーブルのつな
ぐ手間がないのは有効」といった感想が届いて
いるようです。また、複数のPCの画面を同時に
共有したり、切り替え時に一時的に前画面を残

したりと、画像共有の方法が複数あることは使
う側にとっては大きなメリットだといいます。

全国拠点に展開し 
遠隔地との会議にも活用へ

会議で発生するモニターケーブルの問題を解消
したコクヨでは、今後も品川オフィスのDAYS 
OFFICEでインテル® Unite™ソリューションの
各種機能を利用しながら検証作業を続けてい
く計画です。そして、2016年7月にオープンし
た名古屋ライブオフィスへもDAYS OFFICEを
導入してケーブルレスの会議を展開するといい
ます。「名古屋のDAYS OFFICEは、総務、人事、
企画、開発に加えて、営業も設計もひととおり
揃っているので、中規模、大規模での活用が検
証できると思います」と乾氏は語ります。

また、全国に拠点を持つコクヨでは、遠隔地の
オフィスとのミーティングでもインテル® Unite™ 
ソリューションの活用を見据えており、iPad*
（iOS*）やAndroid ™端末を使った情報共有や、

音声・動画への対応に期待を寄せています。天
野氏は、「営業拠点がある東京・霞が関ライブ
オフィスの社員や、マネジメント層は iPad*が
メイン端末です。また、将来ソリューション化し
てお客様に提案するとなると、Android™ への
対応も必要になるので、インテル® Unite™ ソ
リューションにはマルチOS、マルチデバイスへ
の対応に期待しています。また、今後、複数拠点
での資料共有が可能になり、既存のテレビ会議
システムを使って会議ができるようになれば、さ
らに活用が拡がると思います」と述べています。

簡単でリーズナブルであることを特徴とする
「DAYS OFFICE」のコンセプトに貢献できるよ
う、インテル® Unite™ ソリューションは進化を
目指していきます。

インテル® Unite™ ソリューションに関する詳し
い情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/UNITE
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