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テレビ会議・ウェブ会議・電話会議システム市場専門トレンドワッチ    Vol. 19 No.16 2017年 8月 31日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■SOBA プロジェクト：Web 会議上での会話

を自動的にテキスト化、音声認識による「自

動議事録作成機能」を 8月 24 日提供開始 
（News2u.net：8 月 23 日） 

 株 式 会 社 SOBA プ ロ ジ ェ ク ト

（https://cloud.soba-project.com/）（京都府京都市）

は、同社が提供する、マルチデバイス対応クラウド型

Web 会議システム「SOBA ミエルカ・クラウド」にお

いて、自動的に議事録を作成する機能を 8 月 24 日に

リリースする。 

 SOBA ミエルカ・クラウド内に設置されたボタンを

クリックすると、参加者全員の発言を音声認識によっ

て自動的にリアルタイムでテキスト化（かな漢字変換）

し、議事録としてまとめることができるもの。この議

事録には、発言者名、発言時刻、発言内容が記載され

る。また、編集することも可能なため、必要な部分だ

けを取り出したり、議事録を加筆・修正したりするこ

ともできる。 

 また、テキストチャットによる会議参加者のチャッ

トと音声の混在の会議においても議事録にまとめるこ

とが可能となっている。 

議事録はリアルタイムで作成されるため、参加者の

誰かが発言する度に更新される議事録を見ているだけ

でも、会議の内容を把握することができるようになっ

ている。 

 議事録作成機能を利用する場合の追加料金は不要だ

が、Web 会議システム自体の利用は有料となっている。

１接続あたり 3,600 円～（初期費用無料）。 

SOBA ミエルカ・クラウドは、PC・スマートフォン

などマルチデバイスに対応し、デスクトップ共有や 

 

 

 

Google カレンダーとの連携など高度な機能が充実し 

全機能が月額定額料金で利用できるようになっている。 

 
SOBA ミエルカ・クラウド料金プラン 

（SOBAプロジェクト） 

同社によると、同時接続数での料金プランは Web

会議中の中でも高機能・高コストパフォーマンスとし

て評価されているという。 
 

■サイバーリンク社：ビジネス向けWeb会議、

オンラインプレゼンテーション、メッセン

ジャーの機能を備えた、シンプルかつパワ

フルなソリューション「U（ユー）」を発

表 
 （日本法人：8月 17 日） 

 サイバーリンク社（CyberLink：台湾・台北）は、ビ

ジネス向けWeb 会議、オンラインプレゼンテーション、

メッセンジャーの機能を備えた、シンプルかつパワフ

ルなソリューション「U（ユー）」を発表した。Windows、

Mac、タブレット、スマートフォンに対応している。 

 U は、従来のWeb 会議システムとは一線を画し、同

社の特許技術により、通話の切断率がゼロに近い遅延

のない HD 画質の Web 会議が可能。使い慣れたソー

シャルアプリのような最小限のシンプルなデザインで、

https://cloud.soba-project.com/
http://cnar.jp/
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ほとんど新しく使い方を覚える必要がなく、最初から

直感的にインターフェイスを操作できるようになって

いる。  

 U は 3 つの主要なソリューションを提供している。

「Uメッセンジャー」は、ビジネスチャット、ファ 

イル共有、掲示板、投票の作成機能に加えて、豊富な 

スタンプなど、ビジネスパートナーや社内チームとの 

連携の向上をサポートしている。 

「U ミーティング」は、最大 100 人参加可能な HD

画質（30fps）のビデオミーティングをインターネット

ブラウザのみで可能とするもの。登録やプラグインは

不要。Outlook および Google カレンダーでスケジュー

ル登録と管理が行える。 

「Uセミナー」は、オンラインで多数の参加者にプレ

ゼンテーションを行える総合的な映像配信ツール。デ

スクトップ画面共有機能のほか、マイクロソフト

PowerPoint に完全対応しており、PowerPoint とその

他のソース（Excel やビデオなど）を組み合わせて使用

することも可能。ライブ中は、指定のスライドに自由

に移動したり、注釈やマーカーを追加したりできる。

加えて録画にも対応（オンライン/オフライン）し、録

画後に各スライド単位で編集可能。また、あらかじめ

録画したプレゼンを指定した時間に専用のURLで配信

もおこなえるようになっている。 

 Web 会議やオンラインプレゼンでのバーチャルメ

イク「PerfectCam」にも対応している。ビジネスの場

にふさわしい好印象な見た目で会議を行うことを目的

としたもので、フォーマルからカジュアルまで、ワン

クリックで、プロのメイクアップアーティストがデザ

インしたビジネスメイクから選択できる。特長のひと

つとして、用意されたプリセットをカスタマイズした

り、独自のメイクスタイルを一から作成したりできる。 

サポートしている言語は、日本語、英語、フランス語、

ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語（繁体字）、

中国語（簡体字）、韓国語。 

提供方法はサブスクリプションプランによる。Uミー

ティングとUセミナーでは、参加者数とセッション時

間に応じて最適なプランを提供している。なお、U の

無料版（Basic 版）では、最大 25人までの参加者、毎

回のセッションは、ミーティング 50 分、セミナー60

分間を利用できる。 

 日本での窓口は、サイバーリンク株式会社

（https://jp.cyberlink.com/）（東京都港区）。 

 

 ビジネス動向-国内            

■スチールケース社と日本マイクロソフト：

働き方改革の推進に向けて協業 
（8月 24 日） 

ス チ ー ル ケ ー ス 社

（https://www.steelcase.com/asia-ja/）（米国・ミシ

ガ ン 州 ） と 日 本 マ イ ク ロ ソ フ ト 株 式 会 社

（https://www.microsoft.com/ja-jp）（東京都港区）は、

日本の法人企業の働き方改革に貢献することを目指し、

オフィス環境において「場」と「テクノロジー」がシー

ムレスに融合した「クリエイティブ スペース」を共同

で展開することを発表した。 

 今回発表された協業は、2017年3月にスチールケー

ス社とマイクロソフト社（米国）が発表したパートナー

シップに基づき、アジア太平洋地域では初めて、日本

において協業を開始するもの。クリエイティブな思考、

より良いコラボレーションを生み出すためにデザイン

されたさまざまなテクノロジーを備えるオフィス環境

を提供する。 

 クリエイティブ スペースでは、スチールケースの建

築要素と家具に、マイクロソフトの「Microsoft Surface」

と統合型情報共有クラウドサービス「Office365」を

シームレスに統合させる。 

 今回の発表に合わせて下記を実施する。 

（１）スチールケースワークライフ東京（東京都港

https://jp.cyberlink.com/
https://www.steelcase.com/asia-ja/
https://www.microsoft.com/ja-jp
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区）に最新の「Surface Hub」「Surface Studio」「Surface 

Book」「Surface Pro」を配備し、さまざまなタイプの

クリエイティブスペースを開設する。また、日本マイ

クロソフト品川本社オフィスの来客スペースにもクリ

エイティブ スペースをコンセプトとした小規模なス

ペースを設置する。商談、セミナー、オフィスツアー

などを通してクリエイティブ スペースを紹介する。 

 （２）スチールケースでは、自社内のコミュニケー

ション＆コラボレーション基盤として Office365 を導

入し、自社での導入・活用の経験を踏まえて顧客にク

リエイティブスペースを提案していく。 

（３）スチールケースの販売代理店である、株式会

社ワークプレースソリューションズ（東京都港区）が、

新たにマイクロソフトの Surface Hub 取次リセラーに

加わる。 

（４）スチールケースでは、Microsoft Azure IoT テ

クノロジーを活用したオフィスソリューションを今後

発表する予定。 

（５）日本マイクロソフトでは、オフィスの移転や

開設、レイアウト変更などを行う顧客に対して、自社

製品・サービスに加えてスチールケースのソリュー

ションも提案するほか、日本マイクロソフトが展開す

る「働き方改革推進会社ネットワーク」の賛同法人向

けに、クリエイティブスペースを紹介するセミナーを

共同で実施する予定。 

 

 ビジネス動向-海外            

■Mitel 社：ShorTel 社を約 4億 3000 万ドル

で買収、UcaaS 市場でのビジネスを加速 
（7月 27 日） 

  Mitel 社（http://www.mitel.com/）（カナダ・オタ

ワ）は、同社が ShoreTel 社の 100%の株式を取得する

ことで正式に合意（definitive merger agreement）し

たと発表。 

株式取得に関わる費用（equity value）は 5億 3000

万ドル（ShorTel 社の１株あたり＄7.50）。また ShorTel

社の企業価値（enterprise value）は約 4億 3000 万ド

ルという。なお、取得費用には 28%の上乗せ分（ShorTel

社株式取引の 7 月 26 日終値に対する）が含まれてい

る。買収取引は 2017 年第三四半期に完了する予定。 

Mitel 社としては UcaaS クラウドビジネスの加速を

狙う。ShorTel 社を買収することで、チャネルパート

ナーは 3,200 社に増え、両社を合わせた売上は$13億

ドルに達する規模になり、UCaaS 市場でナンバー２の

ポジションを得ることになる。 

存続企業は Mitel 社で本社はカナダ・オタワ。存続

会社 CEOにはMitel 社 CEO Rich McBee 氏、CFOに

は同じくMitel 社の CFO Steve Spooner氏が就任する。

社員数は 4,200 人となる。 

  

  PR                       

（広告掲載順） 

 

■ヤマハ株式会社 

USB スピーカーフォン FLX UC 500 

http://jp.yamaha.com/products/communication/rev
olabs/flx_uc_500/ 

 
■株式会社ブライトコンパス 

 まだまだ使える綺麗な中古のテレビ会議システムが

格安で手に入ります。 

中古テレビ会議.com 
http://chuko-tv-kaigi.com?=cnar08312 

 
 
 
 
 
 

http://www.mitel.com/
http://jp.yamaha.com/products/communication/revolabs/flx_uc_500/
http://chuko-tv-kaigi.com?=cnar08312
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  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  
■ブイキューブセミナー情報（9月～10 月） 

「失敗しない「Web会議・テレビ会議」の選び方 働き方改

革セミナー」「“従来比 1/3 のコストで導入できる” V-CUBE 

Box 体験セミナー」「営業生産性を上げるワークスタイル変

革セミナー」 など 

会場（東京・大阪・名古屋、Webセミナー） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

■ワークスタイル変革Day 2017 

日時：9月 5日（火 10:00～16:30（受付：9:40～） 

会場：ソラシティカンファレンスセンター 

主催：株式会社リックテレコム 

詳細・申込：http://www.ric.co.jp/expo/wsd2017/ 

※東京大学名誉教授 伊藤 元重 氏の講演もあり。 

 

■待ったなしの働き方改革 【在宅勤務で生産性を上げる方

法はコレだ！】 多様な働き方をマネージメントする成功事

例をご紹介  

日時：9月 8日(金) 15:00～  

会場：秋葉原コンベンションホール  

主催：エイネット株式会社  

詳細・申込：

https://www.freshvoice.net/form/seminar_20170908/ 

※株式会社グリーゼ代表取締役江島民子氏の講演もあり。 

 

■ワークスタイル変革 実践事例セミナー ～コミュニケー

ション・コラボレーション変革からはじめるワークスタイル

変革～ 

日時:9 月 27日(水) 10:00～17:00  

会場：リコージャパン ViCreA 東京 ショールーム  

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：

http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/17K285.html 

 

国内その他：http://cnar.jp/cna/event-j.html 
海外その他：http://cnar.jp/cna/event-r.html 

※イベント情報は随時情報が入り次第掲載しております。

CNAR.jp サイトの情報もご参照ください。 

 

  業界の動き              

遠隔会議・UC 業界は日々さまざまな動きがあります。

この定期レポートの発行は月２回（プレスリリースと

取材に基づく記事）ですが、CNAレポート・ジャパン

では、業界の動きに関連した国内外の情報を日々皆さ

んと共有しています。よろしければご参照ください。 

 

■フェイスブック（遠隔会議＆UCトレンドワッチ） 

https://www.facebook.com/unifiedcom 

■Twitter（CNAレポート・ジャパン） 

 https://twitter.com/cnarjapan 

■メーリングリスト（dtc-forum） 

http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html 

 

 アーカイブ電子ブック版         

>2003 年-2013 年：

http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/ 
>2014 年-2017 年： 

http://www.catalog-square.co.jp/cna_ebook/ 
 

電子ブック制作：カタログスクウェア株式会社 

         http://www.catalog-square.co.jp 
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