いつでもどこでも利用でき
る最新のライブ オンライン
トレーニングを実現
NterOne は自社のオンライン トレーニング プログラ
ムのイノベーションを実現し、競合他社をはるかにリー
ドしています。

「新しい市場に参入できたことで、総売上が 20 % 増加しました」
- NterOne Corporation 会長兼上級副社長 Anthony Hamilton 氏
NterOne は、
自社のトレーニング プラットフォームを変革する必要性を認識していま
した。
これには、IT に詳しい利用者にアピールするだけでなく、競合他社の一歩先を
行き、新たな課題を解決するという目的がありました。

課題

•

オンライン トレーニングを変革し、サービスを差別化する。

•

顧客が各自のビデオ システムを使用してトレーニング セッショ
ンに参加できるようにする。

•

ビジネスを拡大し、顧客の範囲を広げる。

NterOne は 31 ヵ国で事業を展開し、さまざまなタイム ゾーンで IT トレーニングを
サポートしているため、サポート チームは毎週または毎晩のように教育用ラボを構
築し直さねばならず、大きな負担になっていました。既存のクラスをサポートしつつ、
より高度なクラスを導入するために、自社システムの最適化を行い、完全に自動化さ
れ、
どのネットワークからでもいつでも利用できるソリューションを構築する必要があ
りました。
NterOne は 7 年以上にわたって Cisco WebEx® Meeting Center を利用してお
り、Cisco® ファミリの製品に慣れ親しんでいました。最終的に、NterOne は Cisco
TelePresence® テクノロジーと Cisco WebEx 製品を組み合わせ、いつでも会議がで
きる環境を構築しました。
Cisco WebEx テクノロジーはリモートの参加者にリーチする最適なソリューショ
ンでしたが、それに加えて、Cisco TelePresence ソリューションを NterOne の
ClearConnect という開発中のクロマキー テクノロジー プロジェクトに統合できるソ
リューションが必要でした。

ケース スタディ | NterOne
規模：従業員 50 人

所在地：
バージニア州レストン
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Cisco Collaboration Meeting Rooms（CMR）
Cloud は、製品の統合を通じて新たな市場を
拡大し、質の高いエクスペリエンスの提供を
可能にします。

ソリューション

•

シスコのビデオ会議と NterOne ソリューションの統合

•

より大規模な顧客向け会議室の作成

•

高度なクライアント トレーニングのための新しいクロマキー
テクノロジーの提供

新たな環境による新たなエクスペリエンス
Cisco CMR Cloud は、NterOne の ClearConnect トレーニングという新たな配信
方式の中核要素となりました。
この方式は、NterOne がライブ オンライン トレー
ニング市場で競合他社とは一線を画す理由になっています。
ClearConnect では、オンライン トレーニング セッション中にただ静的なグラ
フィックを表示するのではなく、
クロマキー テクノロジーを使用して講師の背景を
操作できます。

企業向け市場への進出
NterOne が企業や官公庁の会議室を接続するためには、顧客のビデオ システム
からトレーニングに参加できるようにするという技術的な課題を解決する必要が
ありました。
NterOne は CMR Cloud を利用することで、大規模な設備投資を行わずに利用者
を増やせるサービスを手に入れ、設備投資（CapEx）のコストを 80 % 削減するこ
とに成功しました。

顧客のビデオ システムからトレーニングに参加可能
「CMR Cloud を導入する前は、企業向け市場への進出などとうてい考えられませ
んでした。
現在では、企業や官公庁のお客様にもビジネスが広がり、お客様が内部のビデオ
会議システムを使用して ClearConnect のトレーニングに参加できるようになりま
した。おかげさまで、総売上は 20 % 増加しています」
と Hamilton 氏は話します。

20 %
の収益増
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成果

•

プライベート トレーニング セッションの開発が 50 % 増加

•

エンタープライズ トレーニング サービスの収益が 20 % 増加

•

CapEx コストを 80 % 削減

進化したテクノロジーで成長基盤を整備
時代を先取りする ClearConnect の機能により、NterOne は販売サイクルを短
縮し、
より短時間で商談をまとめられるようになりました。さらに、
この連動したテ
クノロジーは、新規顧客への製品デモの際に大きなインパクトを与えています。
NterOne の従業員はこのテクノロジーの意義を繰り返し語っており、
このような熱
意が優秀な人材を惹きつけ、企業文化の質を向上させ、企業の方向性についての
満足度を高めています。
「CMR Cloud によって ClearConnect トレーニングの適用範囲が広がったこと
にとても感謝しています。総売上が増加し、企業向け市場を開拓できました。ま
た、当社のトレーニング サービスにおけるビデオの存在感も高まっています」
と
Hamilton 氏は述べます。

関連情報
• このケース スタディで説明したシスコ ソリューションの詳細については、
www.cisco.com/go/collaboration および www.cisco.com/go/cmrcloud を参
照してください。
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