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 製品・サービス動向-国内             

■SOBA プロジェクト：クラウド型 Web 会

議システム「SOBA ミエルカ・クラウド」

がスマートフォンのブラウザ表示に対応 
（News2u:1 月 9 日） 

 株式会社 SOBA プロジェクト（https://www.soba-

project.com/）（京都市下京区）は、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」がスマートフォンのブラウザ表示に対応した

と発表。1月 9日にリリースした。 

SOBA ミエルカ・クラウドは、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

た全機能を月額定額料金で利用でき、同時接続数での

料金プランは Web 会議の中でも高機能・高コストパ

フォーマンスとして評価されている。 

 従来の SOBA ミエルカ・クラウドでは、スマートフォ

ン上でWeb会議を利用する場合には、スマートフォン

用の専用アプリを利用する必要があった。今回のバー

ジョンアップによって、スマートフォン専用アプリを

インストールする必要なく、Web ブラウザだけでWeb

会議を利用できるようになった。これにより、一時的

に Web 会議に参加したい場合などにも簡単に利用で

きる。対応するブラウザ―は、iOS では Safari、Android

では Chrome。 

 SOBA ミエルカ・クラウドでは、映像と音声のコー

デックに、ブラウザに搭載されている HTML5 の拡張

仕様であるWebRTC の機能を使用しているため、ブラ

ウザのバージョンアップにより、常に最新の映像と音

声コーデックに対応している形になっている。また、

ホワイトボード・デスクトップ共有・テキストチャッ

トなどの機能もすべて HTML５で記述されているため、 

 

 

完全にブラウザ内で動作するようになっている。 

 会議参加方法については、会議に招待したユーザに

会議室の URL をメールし、招待メールを受け取った

ユーザは、そのURL をタップするだけで会議に参加す

ることができるようになっている。 

 

■ベルフェイス：１拠点対１拠点の接続に特

化した、営業向け Web 会議システム

「bellFace」が多拠点型に対応 
（PR TIMES:2018 年 12月 21日） 

 ベルフェイス株式会社（https://corp.bell-face.com/）

（東京都中央区）は、2018 年 12月 25 日に、多拠点・

多人数での接続ができる新機能「多拠点ベルフェイス」

（β版）をリリースする。 

 

 
多拠点ベルフェイス（ベルフェイス） 

 

 ベルフェイスはプロダクトローンチ以降、営業で使

うWeb 会議システムとして、営業マン目線での機能追

加や改善を実施してきた。その中でも接続中の音声の

安定性を重要視し、音声は電話回線を使用していたた

め、その結果１拠点対１拠点の接続に特化していた。 

 しかし同社によると、営業シーンでは多拠点・多人

数での接続を必要とする場面も一定数あるという。そ

https://www.soba-project.com/
https://corp.bell-face.com/
http://cnar.jp/
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こで、「Sales for Technology 勘と根性の営業をテク

ノロジーで進化させる」という同社ビジョンのもと、

どのような営業の場面であってもベルフェイスひとつ

で完結ができるサービスを目指すという想いから、新

機能として実装することを決断した。 

 多拠点型ベルフェイスは、全員 Chrome ブラウザが

必要で音声は PC のマイクとスピーカーを使用する形

になるが(電話は使わない)、URL を送るだけで簡単に

複数名による商談が行えるようになっている。 

従来のベルフェイスで好評である「トークスクリプ

ト機能」「目次機能」「ログ機能」「共有メモ機能」な

どはそのままに、多拠点・多人数接続での営業でも使

えるWeb会議システムを提供していくとしている。 

  

■NEC ネッツエスアイ：180 度の撮影が可能

なインテリジェント パノラマカメラ

「PanaCast 3」の国内販売を開始 
（1月 10 日） 

 NEC ネ ッ ツ エ ス ア イ 株 式 会 社

（https://www.nesic.co.jp/）（東京都文京区）は、Altia 

Systems 社（米国・カリフォルニア州）が提供するイン

テリジェント パノラマカメラ「PanaCast 3」の国内独

占販売権を取得し、1 月 10 日から国内販売を開始す

る。価格はオープン価格。 

 

     
  Altia Systems 社製 PanaCast 3(NEC ネッツエスアイ) 
 

 PanaCast 3（4K Intelligent Vision PanaCast 3）は 3

つの内蔵カメラ映像をソフトウェアでリアルタイムに

つなぎ合わせる技術を組み込み、カメラの首振り機能

なしに 180度の撮影を実現している。パノラマ撮影に

加え、従来製品比で 40%小型化するとともに、人の顔

を認識し、参加者の位置に対応した画角の自動調整や

人数カウント機能も搭載している。 

 NEC ネッツエスアイは、Altia Systems 社と 2017 年

に販売代理店契約を締結し、「共創ワークソリューショ

ン Zoom」などビデオ会議システムと組み合わせて顧

客へ提供してきた。今回、新たに PanaCast 3 の販売に

合わせ、国内独占販売権を取得し、ビデオ会議だけで

なく、他の用途への展開も図ることで、今後 3年累計

で 3,000 台の販売を目指すとしている。 

 

  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 
https://sound- solution.yamaha.com/products/ uc/ 
flx_uc_500/index 
 

 

  セミナー・展示会情報           
 

＜国内＞  

 

■ブイキューブセミナー情報（1月～2月） 

「災害現場の今を共有出来ていますか？災害発生の混乱

時、意思決定のスピードと質を向上」 

「働き方改革セミナー 失敗しない「Web会議」「テレビ

会議」選び方徹底解説」「＜スマートグラス体験セミナー

＞ハンズフリーで現場作業を遠隔支援！」 「2分でかんた

ん動画作成 社内動画活用で働き方改革を推進！」など  

会場（東京・大阪・名古屋・福岡・Web セミナー）  

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

 

https://www.nesic.co.jp/
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/flx_uc_500/index
https://jp.vcube.com/event/all
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■第二回 NetOne 働き方改革Webセミナー『2か月で始め

られる！？コラボレーションが止まらない働き方』 

日時：1月 17日（木） 15:00～16:00  

会場：Webex によるWebセミナー 

主催：ネットワンシステムズ株式会社 

詳細・申込：

https://www.netone.co.jp/report/netone_wsi_webinar_201

901.html 

 

■働き方改革（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

る働き方改革～ 

日時：1月 22 日（火）14:00～16:00（受付：13:30～） 

会場：リコージャパン 晴海トリトン事業所 

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：

http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/18S217.html 

 

＜海外＞  

 

■Integrated Systems Europe 2019 

日時：2月 4日（月）～2月 8日（金） 

会場：オランダ、アムステルダム Hotel Okura  

主催：Integrated Systems Events, BV  

詳細・申込：https://www.iseurope.org/ 

 

■Collaboration Week New York 

日時：2月 25日（月）～27日（水） 

会場：アメリカ ニューヨーク 

主催：IMCCA 

詳細・申込：https://619870.wixsite.com/collaborationweekny 
 

■EnterpriseConnect 2019 
日時：3月 18日～3月 21 日 

会場：アメリカ フロリダ州オーランド  

Gaylord Palms Resort & Convention Center 

主催：United Business Media company 

詳細・申込：http://www.enterpriseconnect.com/orlando/  

 

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 

 

 定期レポートバックナンバー         

■PDFファイル版（１号毎PDFファイル） 

＞2003年～2018年最新号（１号毎PDFファイル） 

http://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm 
 

■電子ブック版（複数号まとめているのもあります） 

>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 

 

 編集後記                

 
 今年最初の定期レポート発行です。今年も何卒宜し

くお願い申し上げます。 

https://www.netone.co.jp/report/netone_wsi_webinar_201901.html
http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/18S217.html
https://www.iseurope.org/
https://619870.wixsite.com/collaborationweekny
http://www.enterpriseconnect.com/orlando/
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
http://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm
http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/
http://www.catalog-square.co.jp/cna_ebook/
http://www.catalog-square.co.jp
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 実は今年は1999年12月に創刊以来20周年となり

ます。創刊当初から 2002 年までは不定期テキスト

メールでのニュース配信、その後内容をより充実させ

るべく定期発行化し2003年からはPDFファイル形式

（今の形）に変更し、以来数多くの企業様を取材させ

ていただくなど通して今日に至りますが、この 20 年

間を振り返ると感慨深いものがあります。そして20年

後の遠隔会議システム、UCはどうなっているかとても

楽しみです。 

これからも皆様にお役に立てるよう、日々試行錯誤・

改善しつつ、頑張っていきたいと思っています。ご意

見などございましたらよろしくお願い致します。 

 

CNA レポート・ジャパン 

遠隔会議システムアナリスト 橋本啓介 
 
 
CNAレポート・ジャパン 2019年1月15日号おわり 

ホームページ: http://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 

http://cnar.jp
mailto:cnar@cnar.jp

