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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. 22 No.14 2020 年 7 月 31 日                                   

 

 製品・サービス動向-国内            

■日本インフォメーション：ペーパーレス会

議システム「スマートセッション」へテレ

ビ会議機能追加 
（＠Press：7 月 16 日） 

 日 本 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社

（https://www.nicnet.co.jp/）（名古屋市千種区）は、

タブレットや PC に対応したペーパーレス会議システ

ム「スマートセッション」への追加機能として通話オ

プションの提供を開始した。 

     

    スマートセッションでのビデオ通話機能 

（日本インフォメーション） 

 昨今の新型コロナウイルス感染拡大の防止にともな

い、会議のスタイルに大きな変化が求められていると

いう。今まで対面で行ってきた会議から自宅や遠隔地

同士をつないで会議する企業などが増えてきている。 

 そこで、スマートセッションでは、ペーパーレス会

議システムとして培った心地の良さに加え、画面上で

動画・音声でのやりとりができるテレビ会議機能を追

加し、さらなる会議体験の向上に寄与するとしている。 

 通話オプションは、スマートセッション内で利用で

きるため、会議設定が一元化され、ユーザー管理が容

易となる。また、オンプレミス環境でも、今まで通り

の 

 

 

環境でビデオ通話を実現できる。さらに、Web 会議の

資料共有ではできなかった参加者による資料の先読

み・戻り読みが可能。 

 通話オプションが利用可能なプランは、「オンプレ

ミス」「サブスクリプション」「クラウド」の各プラン

において、「Web 版」でのみ利用可能となっている。 

 

対応プラン（日本インフォメーション） 

 2011 年 7 月から販売を開始したスマートセッショ

ン。発売から約 9 年が経ち、その間、株式会社 TBS、

大津市議会、福岡教育大学など 300 社を超える企業・

学校・公共機関に導入されている。また年 1 回のアッ

プデートでは、各種機能の追加、クラウド版サービス

開始などスパートセッションを強化してきた。 

 多機能かつ柔軟なセキュリティの特徴を持つため、

人事・採用のほか講演会、セミナーといった場面でも

活躍しているという。 

 なお、9 月末まで無償トライアルを実施している。 

 

■Phone Appli：電話帳クラウドサービス「連

絡とれるくん」が「Microsoft Teams」との

連携をさらに強化、スマホアプリの人検索

からスムーズなビデオ通話へ 
（7 月 14 日） 

 株式会社 Phone Appli（https://phoneappli.net/）（東

https://www.nicnet.co.jp/
https://phoneappli.net/
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京都港区）は、チャット、Web 会議、通話、コラボレー

ションを実現する「Microsoft Teams」と電話帳クラウ

ドサービス「連絡とれるくん」との連携強化を発表。 

 連絡とれるくん は、主に「電話」「チャット」「メー

ル」「名刺」の連絡先をクラウドで一括管理できるコ

ミュニケーションポータルサービス。 

マルチデバイス対応で、連絡を取りたいときに取り

たい相手とスムーズに繋がることを実現し、テレワー

クやリモートワークの際に発生するコミュニケーショ

ンの低下を防ぐこともできる利点がある。コミュニ

ケーションのスタートである「人を探す」ことを効率

化し、社員間のコミュニケーションにフォーカスする

ことを可能にする。 

 
スマホアプリ連携が可能に（Phone Appli） 

 今回の連携強化により、連絡とれるくん のスマホア

プリで人を検索し、そのままスムーズに Microsoft 

Teams の画面を呼び出してチャットや通話を開始する 

 

 

ことができるようになる。検索は、組織・部署あるい

はスキルや経歴（社内のプロフェッショナルなど）な

どからの社員検索が可能。レポートラインの確認、部

署内の面識のある従業員を探す際にも Microsoft 

Teams を使って連絡が取りやすくなる。 

 なお、連絡とれるくんは、「Microsoft Outlook」の

メール・スケジュール連携、「Microsoft SharePoint」

のファイル検索、「Microsoft Azure」から ADFS を用

いた認証、「Azure Active Directory」を活用した人事

情報の連携など、さまざまな用途でマイクロソフト製

品との連携が可能となっている。 

 Phone Appli はこれからも、企業のコミュニケーショ 

ンをアップデートし、時代に合った働き方をともに実

現するソリューションを提供していくとしている。 

 

■ネオラボ：最大 300 名までの配信を可能に

する「オンライン記者会見サポートサービ

ス」を開始 
（PRTIMES：7 月 14 日） 

 株式会社ネオラボ（https://neo-lab.co.jp/）（東京都

新宿区）は、自治体向けの国産 Web 会議システム

「Calling for government」で、最大 300 名までの配信

を可能にする「オンライン記者会見サポートサービス」

を 7 月 14 日から開始する。 

 オンライン記者会見サポートサービスとは、自治体

が Calling を利用したオンライン記者会見を行う際、会

見場所の設定、当日の運営サポートまで一貫して同社

のサポートメンバーが担う、Calling for Government の

新たなサービスのひとつ。 

 

 
Calling for Government(ネオラボ) 

 ウェビナー機能で 300 名規模のウェビナー開催が可

能で、視聴者は事前にアプリなどをダウンロードする

必要はなく、メール通知される視聴 URL とパスワード

で PC やスマホで視聴可能となっている。 

 PC 画面を相手画面に共有することができるため、資

料だけではなく、デモ画面を共有しながらよりわかり

やすい説明が可能となっている。加えて、ウェビナー

https://neo-lab.co.jp/
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の配信内容を録画し、URL で共有することができるた

め、過去開催コンテンツの有効活用も行える。 

 コロナの影響からオンライン化が浸透する一方で、

多くの自治体からは記者会見のオンライン化を望む声

が多く寄せられていたという。今回の取り組みによっ

て自治体が発信する行政政策の情報や、社会生活に必

要な情報などを広くマスコミや地域住民向けに届ける

ことができるようになるとしている。 

 自治体が発信する情報は、対象となる住民に確実に

伝えることが何よりも重要なことだと考えており、

Calling for Government の取り組みによって少しでも

自治体と住民の「かけはし」となるよう、今後も機能

のアップデートを続けていくという。 

 

■ジャパンメディアシステム：Web 会議シス

テム「LiveOn」の新バージョン、スマート

フォン・タブレット端末への対応のほか、

中国語対応、資料共有などでさらなる使い

やすさを実現 
（DreamNews:6 月 25 日） 

 ジ ャ パ ン メ デ ィ ア シ ス テ ム 株 式 会 社

（https://www.jm-s.co.jp/）（東京都千代田区）は、さ

らなる使いやすさを追求した、Web 会議システム

「LiveOn（ライブオン）」ASP 版 Ver10.0、イントラ

パック版 Ver10.0i を 6 月 6 日より販売開始した。 

 新機能および改良点は以下の通り。 

（1）スマートフォン・タブレット端末への対応：

Android および iOS に対応し、主要なスマートフォン・

タブレット端末で LiveOn の Web 会議に参加できるよ

うになった（Android 2.2 以上、iOS 4 以上）。スマー

トフォン・タブレット端末では、スケジュール機能

（ASP 版ではオプション機能）を利用することができ

ないが、会議室の作成および入室、2 拠点までの映像

表示、音声通信、資料共有が行える。 

（2）資料共有機能の改良： PDF 資料の共有機能を

改良し、ページ移動や画面の拡大・縮小をよりわかり

やすく操作できるようになった。共有している PDF 資

料をダウンロードすることが可能となった。 

 （3）資料共有方法の追加：従来の Office ドキュメン

トを HTML ファイルに変換して共有する方式に加え、

PDF ファイルに変換し共有する方式を追加し、Office

製品がインストールされていない PC でもドキュメン

トを LiveOn サーバ側で変換して共有することが可能

となった。また、Office 2007 以降がインストールされ

ている PC では自動的に PDF 方式へと変換し、さらに

再現性の高い資料共有が可能となった。 

 （4）会議開催メール送信方法の変更：会議室作成時

の会議開催メールを従来のブラウザ経由での送信から、

メールソフトを起動して送信する方式に変更された。

これによりユーザーIDに登録されていないメールアド

レスだけでなく、任意の相手に会議開催メールを送信

することが可能になった。加えて、会議室 URL を暗号

化し、改ざん等がおこなえなくなるようセキュリティ

を高めた。 

 （5）アクセス制御機能の追加（ASP 版ではオプショ

ン機能）：AdminTool 機能に、LiveOn にログインさせ

ない接続元やユーザーID の設定を行う機能を追加し、

より安全な利用環境の設定が容易になった。 

 （6）中国語対応：従来の日本語と英語に加え、中国

語に対応した。ログイン画面の言語選択から「Chinese」

の選択が可能となった。 

 （7）そのほか、安定した接続のための ASP サーバ

構成の強化を行ったほか、イントラサーバ対応 OS を

「Red Hat Enterprise Linux 6」へ変更した。 

 なお、7 月 18 日（土）から 7 月 31 日（金）まで

LiveOn のテレビ CM が全国で放送されている。 

※LiveOn テレビ CM のお知らせ 
https://www.liveon.ne.jp/info/2020/p11.html 

 

 

https://www.jm-s.co.jp/
https://www.liveon.ne.jp/info/2020/p11.html
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■Bear Tail：Dr.Works、Web 会議に特化した

オンライン名刺交換機能をリリース、日程

調整と同時にプロフィールの共有が可能に 
（PRTIMES：7 月 16 日） 

 株式会社 Bear Tail（https://beartail.jp/）（東京都千

代田区）は、同社が運営する日本初の Web 会議に特化

した日程調整ツール「Dr. Works」が、オンライン名刺

交換機能を 7 月 16 日にリリースした。 

 新型コロナウイルスの影響により、商談やミーティ

ングの多くでオンライン化が進む中、同社は、日本初

の Web 会議に特化した日程調整ツールをリリースし

てきた。しかし、Web 会議への移行と同時に、今まで

対面で行われていた名刺交換ができなくなっている現

状がある。Dr.Works は、Web 会議であっても事前に

お互いの名刺・プロフィールを交換することで、信頼

関係の構築やアイスブレイクにつながると考え、オン

ライン名刺交換機能をリリースした。 

 Dr.Works のβ版リリースは 8 月中を予定している。

また今後は CRM/SFA などの営業向けシステムや

Gmail との連携を計画している。 

 

■シネックスジャパン：コンパクトで場所を

取 ら な い 法 人 向 け ビ デ オ 会 議 シ ス テ ム

「ASUS – Google Meet hardware kit」を発

売 
（7 月 27 日） 

 シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.synnex.co.jp/）（東京都江東区）は、省

スペースで場所を取らない法人向けビデオ会議システ

ム「ASUS – Google Meet hardware kit」を発表した。

7 月 27 日より販売を開始する。価格はオープン。 

ASUS – Google Meet hardware kit には 2 タイプの

パッケージが用意されている。スターターキットであ

る「GQE10A-B7016UN」にはキーボード内蔵リモコン

が付属しており、スモール／ミディアムルームキット

である「GQE10A-B7017UN」にはリモコンの代わりに

10.1 タッチモニターが付属している。そのほか、PC 本

体・スピーカーマイク・4K UHD が両パッケージに同

じ製品が含まれている形になっている。それぞれの

パッケージには初年度のライセンスが含まれている。 

 

  

スターターキット「GQE10A-B7016UN」 

（市場想定価格：23 万円）（シネックスジャパン） 

 
スモール／ミディアムルームキット「GQE10A-B7017UN」

（市場想定価格：30 万円）（シネックスジャパン）ｇ 

  

 PC 本体は、Intel Core i7 プロセッサー、M2 SSD 

128GB を搭載しており、コンパクトでありながらスト

レスの少ない高精細な映像を実現している。また、4K 

UHD カメラには、広さのある会議室に最適な 120°の

超広角カメラを搭載しており、広角補正機能によりバ

ランス良くゆがみを補正するとともに 4K イメージセ

ンサーによるデジタルズームで被写体を正確に捉える

ことができる。 

 また音声面では、スピーカーとマイクの 2 つの機能

がひとつのデバイスに集約されており、360°半径約

6 メートルまでの範囲をカバーできる。エコーや雑音

を押さえ鮮明でクリアな音声を実現している。 

https://beartail.jp/
https://www.synnex.co.jp/
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 PC 本体をモニターの背面など目立たない場所に設

置できるスリムなデザイン。I/O ポートは、設置やケー

ブルの管理がしやすいように本体の片側にまとめられ

ている。また、マグネット式のケースを付属のデスク

トップスタンドやマウント用キットに固定することで、

どこにでも簡単に設置することができる。 

 な お 、 ASUS Japan 株 式 会 社

（https://www.asus.com/jp/）（東京都千代田区）から

も同日プレスリリースが発表されている。製品に関す

る問い合わせは chrome@synnex.co.jp まで。 

 

■シネックスジャパン：バルコのワイヤレス

会議ソリューションを提供開始 
（7 月 28 日） 

 シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.synnex.co.jp/）（東京都江東区）は、ワ

イヤレスカンファレンス機器の開発と製造を行うバル

コ株式会社（https://www.barco.com/ja）（東京都大田

区）と販売代理店契約を締結し、バルコのコンファレ

ンステクノロジー「ClickShare」を含むユニファイドコ

ミュニケーション＆コラボレーション（UC&C）製品の

販売を 7 月 28 日に開始する。 

 

ClickShare 使用イメージ（シネックスジャパン） 

 シネックスジャパンは、とりわけポストコロナかで

企業の生産性維持・向上に欠かせない、クラウドのコ

ラボレーションプラットフォームや IP テレフォニー、

会議用の映像・音声デバイスなど UC＆C ソリューショ

ンの販売に注力している。 

 販売を開始する ClickShare は、バルコの提供する製

品の中でも中心的なワイヤレスプレゼンテーション＆

コンファレンスソリューション。 

会議中のプレゼンテーションを 1 ボタンクリックで

行えるのが特長で、物理的なボタンで遠隔画面共有を

行える独自性の高いハードウェアソリューション。こ

れまでソフトウェア的な制御が中心だったオンライン

会議の画面共有操作のさらなる簡素化を実現している。 

 提供するのは「CSE」と「CX」の 2 シリーズ。CSE シ

リーズは、ディスプレイやプロジェクターと複数の PC

の間の接続をワイヤレス化し、どの PC からの画面で

も一瞬で共有することが可能になるハードウェアソ

リューション。 

 CX シリーズは、ディスプレイと複数の PC 間の接続

のワイヤレス化に加え、リモート会議に必要とされる

カメラやマイクなどの USB 周辺機器を統合し、ワイヤ

レスで制御できるルームドック機能を備えた、新しい

コラボレーションを提唱するワイヤレスコンファレン

スソリューション。 

 バルコでは、テレオフィスの導入が急速に進むこの

環境下で、ワイヤレスによるリモート会議はこれから

のスタンダードになると確信しているとのコメントを

出している。 

 

■KDDI：テレワーク下でも企業の固定電話を

利 用 で き る ク ラ ウ ド 型 電 話 サ ー ビ ス

「Cloud Calling for Microsoft Teams」を提

供開始 
（7 月 28 日） 

 KDDI 株式会社（https://www.kddi.com/）（東京都

千 代 田 区 ） は 、 日 本 マ イ ク ロ ソ フ ト 株 式 会 社

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

提供する「Microsoft Teams」で固定電話の発着信が可

能となるクラウド型電話サービス「Cloud Calling for 

Microsoft Teams」を 7 月 28 日から提供開始する。 

https://www.asus.com/jp/
mailto:chrome@synnex.co.jp
https://www.synnex.co.jp/
https://www.barco.com/ja
https://www.kddi.com/
https://www.microsoft.com/ja-jp
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サービスイメージ（KDDI） 

Cloud Calling for Microsoft Teams は、KDDI の高品

質な音声コミュニケーション基盤と Microsoft Teams

を連携することで実現したクラウド型電話サービス。

固定電話も統合することで、業務に必要なすべてのコ

ミュニケーションが Microsoft Teams で実現可能とな

るもの。テレワークなどワークスペースを問わない働

き方の実現にも寄与する。 

クラウドベースのサービスのため、Microsoft Teams

があれば、電話回線の引き込みや宅内装置の設備なし

に、外線電話を利用することができるのが大きな特徴。

また、固定電話の発着信に加え転送やグループ通話な

ど電話に必要な機能を備えている。さらに番号単位で

電話サービスの追加ができるため、小規模での導入か

ら徐々に拡大するなど柔軟な導入が行えるようになっ

ている。 

 これまで複数のベンダーに依頼していた音声通話の

運用保守を KDDI に一本化することが可能。クラウド

ライセンスからデバイスまで KDDI がワンストップで

提供するため、企業内での管理・運用負担を削減でき

るメリットもある。 

 提供料金（月額料金）は、基本料が 2,000 円/拠点、

Calling 番号が 300 円／番号。ただし、KDDI 固定電話

サービスとの通話料金が無料のため、社内や取引先と

の通話料の面でコスト負担を軽減できるとしている。 

 

 

■ソフトブレーン：CRM／SFA「e セールスマ

ネージャー」と Web 会議ツール「Zoom」

の連携機能を追加リリース 
（＠Press：7 月 28 日） 

 ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社

（https://www.softbrain.co.jp/）（東京都中央区）は、

コロナの影響によりオンライン形式での商談が急増し

ていることを背景に、同社が提供する CRM／SFA「e

セールスマネージャー」のテレワーク対応機能を順次

リリースしていく予定。その第一弾として、Web 会議

ツール「Zoom」との連携機能を 7 月 27 日より追加リ

リースした。 

 
    Zoom 連携イメージ（ソフトブレーン） 

 Zoom による Web 会議では、会議 URL を発行する

作業が必要となり、現行の機能では、e セールスマネー

ジャーと Zoom の双方にスケジュール登録をする必要

があり、手間がかかっていた。 

 今回発表された連携機能により、e セールスマネー

ジャーの施設予約機能から、Zoom ミーティングの予

約登録、編集（予約変更など）、削除ができるように

なるため、スケジュールの一括管理が可能となる。た

だし、Zoom 側で直接、登録、編集、削除した内容は e

セールスマネージャーに連携はできないようになって

いる。また、Zoom の無料アカウントとの連携はできな

い。 

 e セールスマネージャーは、5,000 社を超える導入

実績があり、ノウハウの提供や教育、システムの定着

活用までのサポートなどユーザーのニーズに合った

https://www.softbrain.co.jp/
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サービスを提供しており、定着率は 95%を誇る。 

 

■Poly：「Microsoft Teams」認定ヘッドセッ

トの製品ラインナップ拡充、 20 種類以上

提供 
（PRTIMES：7 月 29 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（東京都新宿区、

プ ラ ン ト ロ ニ ク ス と ポ リ コ ム の 統 合 企 業 ） は 、

「Microsoft Teams」認定ヘッドセットの製品ライン

ナップを拡充したと発表。Poly の Microsoft Teams 認

定ヘッドセットおよびパーソナル スピーカーフォン

は 20 種類以上となり、ユーザーの柔軟性と選択肢が

これまで以上に広がった。 

 Poly はこの 3 年間で、1,700 万台にのぼるマイクロ

ソフト対応デバイスを提供している。専用 Microsoft 

Teams ボタンを搭載した認定デバイスの最新ライン

ナップには、ヘッドセットである「Voyager 4200 シ

リーズ」「Voyager 5200 Office シリーズ」「Blackwire 

3300 シリーズ」「Blackwire 8225」、スピーカーフォ

ンである「Calisto 3200」と「Calisto 5300」がある。 

Poly の製品はすべて、最高の音声とユーザエクスペ

リエンスを保証するために厳格なテストと Microsoft

認定を受け、Microsoft Teams と柔軟かつシームレス

に連携できるよう設計されている。 

 多くの企業でリモートワークが続く中、Microsoft 

Teams をはじめ、さまざまな UCC 対応デバイスのニー

ズは最優先事項になる。Microsoft Teams とシームレ

スに連携し、高品質という選択肢においては、Poly 以

上に柔軟性に富んだベンダーは他にはなく、自宅、オ

フィス、その他あらゆる場所に適した Microsoft Teams

認定デバイスの豊富なラインナップがあるところに

Poly の強みがあるという。 

 

 

 

■Chatwork：テレワークに有効な Web 会議

サービス「Zoom」と連携 
（PRTIMES：7 月 30 日） 

 Chatwork 株式会社（https://corp.chatwork.com/ja/）

（大阪府大阪市）は、同社が提供するビジネスチャッ

ト Chatwork と Web 会議サービス「Zoom」が連携し

たと発表。 

 Zoom が新型コロナウイルスの影響で急速に利用者

を伸ばしている中、Chatwork の利用者も Zoom で Web

会議を行う機会が増加したという。しかし、Chatwork

利用者が Zoom を使う際に Chatwork と Zoom の両方

を起動させる必要があるため、Zoom を利用するまで

に手間がかかっていた。 

 そこで、同社は、Zoom との連携により、Zoom ミー

ティングの招待リンクを Chatwork 上で発行できるよ

うにした。招待リンクは、セキュリティを考慮して、

パスワードも合わせて発行する仕様にしている。

Chatwork を介して発行する招待リンクは Zoom の「待

機室」機能を最初から有効にしているため、後からセ

キュリティ設定を行わずとも、より簡単、安全な環境

で Chatwork から Zoom を利用することが可能になっ

た。 

 なお、今回の対応は、PC デスクトップ版アプリおよ

びブラウザ版からのみ。モバイル版アプリから Zoom

を利用する場合は Zoom のアプリをダウンロードし、

共有された招待リンクから Zoom ミーティングに参加

することができる。また、Zoom ミーティングのスケ

ジュール機能は今回の連携の対象外となっている。 

 今後も Chatwork の提供を通して、テレワークを導

入する企業が安全な環境で業務を遂行できるように支

援するとともにテレワークの円滑化に貢献していくと

している。 

  

 

 

https://www.poly.com/jp/ja
https://corp.chatwork.com/ja/
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■AIoT クラウド：ビジネスコミュニケーショ

ンサービス「LINC Biz」の新プランのほか音

声／ビデオ会議の基本機能強化を発表 
（7 月 28 日） 

株 式 会 社 AIoT ク ラ ウ ド

（https://www.aiotcloud.co.jp/）（東京都江東区）は、

ビジネスチャットや音声／ビデオ会議が可能なビジネ

スコミュニケーションサービス「LINC Biz」の新プラン

のほか音声／ビデオ会議の基本機能強化などを発表し

た。 

 
LINC Biz(AIoT クラウド) 

新型コロナウイルスの影響でテレワークの普及が進

む中、より大人数でのビデオ会議を開催したいニーズ

が高まっている。 

そこで、AIoT クラウドでは、「ビデオ Pack」「ウェ

ビナーPack」の提供を開始する。基本プラン（フリー

プラン/スタンダードプラン）に「ビデオ Pack」を追加

すれば、大人数のビデオ会議を月額 1,700 円（100 名：

フリープランの場合）から導入できるようになった。

このビデオ Pack では、100 名と 300 名のほか、最大

1,000 名までのビデオ会議室に対応する（500 名、

1,000 名 Pack は 8 月下旬）。 

また、このビデオ Pack とウェビナーPack を組み合

わせることで、大人数でのウェビナーも開催できるよ

うになった。ウェビナーの開催を予約すると、開催日

時の設定、主催者側でのリハーサルの実施、参加者リ

ストへの一斉案内などが可能になる。ウェビナー開催

中は、主催者が参加者のマイクやカメラなどの操作を

制限できるため、講演会やセミナーといった聴講型の

イベント運営に適している。 

 

ウェビナー開催イメージ（AIoT クラウド） 

その他、「ストレージ Pack」や「外部ユーザーPack」

も提供開始する。 

ストレージ Pack について。現行フリープランはチー

ムで「2GB」、スタンダードプランは「2GB＋契約者数

X1GB」のストレージ容量を提供しているが、今回、ス

トレージ容量を 10GB 単位で追加できるプランを新設

した。 

外部ユーザーPack について。従来は、「外部ユーザー」

にもスタンダードプランのユーザーライセンスの付与

が必要だったが、今回新たな Pack によって、個別に

ユーザーライセンスを付与しなくても、外部ユーザー

として追加できるようになった。 

 一方、音声／ビデオ会議の基本機能強化では、ビデ

オ会議での動画共有、録画／録音機能に加え、研修・

勉強会・セミナーなどグループワークができるブレイ

クアウトセッションにも対応した。 

  
ブレイクアウトセッション(AIoT クラウド) 

動画共有は YouTube 上にアップされた動画（URL）

を指定するだけで、共有が行える。加えて、録画/録音

データを会議終了後にビデオ会議を開催したビジネス

チャットのチャネル上に共有すれば会議の振り返りや

欠席者による閲覧、議事録の作成などに用途が広がる

https://www.aiotcloud.co.jp/
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録画/録音機能にも 2020 年 8 月下旬対応予定となっ

ている。 

 そのほか、投票や挙手、参加者の一斉ミュートなど

の新機能も追加し、操作性も向上させた。 

 

 製品・サービス動向-海外         

■Zoom 社：在宅勤務に適したオールインワ

ン型デバイス「Zoom for Home」を発売 
（Zoom blog：7 月 15 日） 

 Zoom 社（https://blog.zoom.us/）（米国・カリフォ

ルニア州）は、在宅勤務をサポートする取り組みの一

環としてホームオフィス体験を向上させるデバイス

「Zoom for Home」を発表した。 

 

 
 Zoom for Home 使用イメージ（Zoom 社） 

Zoom for Home は、ビデオ会議・電話・インタラク

ティブホワイトボードが行えるパーソナルコラボレー

ション用デバイス。新しい製品ラインナップとして発

売する。 

 今回ラインナップ初の Zoom for Home デバイス

「Zoom for Home- DTEN ME」は、27 インチのオール

インワン型で、ビデオ用スマートカメラを 3 台内蔵し、

マイクアレイ 8 本、セカンドモニターとしても使える

反応の良いタッチディスプレイを搭載している。 

IT サポートがほとんど必要なく簡単な設定ですぐに

使えるのが特長で、Zoom ミーティングや Zoom Phone

ユーザーであれば、簡単にサインインして、ワンタッ

チでビデオミーティング、クリアな音質の通話、シー

ムレスなコンテンツ共有、インタラクティブホワイト

ボード、共同注釈を利用できるようになる。ユーザー

のカレンダー、ステータス、ミーティング設定、電話

と同期させることも可能となっている。 

電話の着信については Zoom Phone ライセンスが必

要となるが、ビデオ会議については、基本プランを含

む全ての Zoom ミーティングのライセンスで使用可能

となっている。 

 互換性の点については、Poly 製（旧ポリコム）など

のハードウェアソリューションを含む全ての Zoom 

Room 機器と問題なく動作するとしている。 

 柔軟な管理オプションも特徴のひとつで、管理ポー

タルを介して IT 部門がリモートで管理できるほか、エ

ンドユーザが自分で管理することもできる。 

 7 月 15 日現在予約受付中で、2020 年 8 月から米国

での出荷を予定している。 
※Zoom for Home - DTEN ME 

https://www.youtube.com/watch?v=xFOLv12yGmg 

 

 ビジネス動向-国内            

■IPA：「Web 会議サービスを使用する際の

セキュリティ上の注意事項」を公開 
 （7 月 14 日） 

 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティーセン

ター（https://www.ipa.go.jp/）（東京都文京区、以下

IPA）は、Web 会議サービスを使用する場合に注意す

べきセキュリティ上のポイントをまとめた「Web 会議

サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項」

を公開した。 

https://blog.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=xFOLv12yGmg
https://www.ipa.go.jp/
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 本資料は、米国国家安全保障局（NSA: National 

Security Agency）および CISA（Cybersecurity and 

Infrastructure Security Agency）が公表している政府職

員向けの Web 会議サービス使用時の注意事項を参考

にしており対象者は、法人組織の Web 会議主催者およ

び情報システム管理部門。 

Web 会議サービスを選定する際に考慮すべきポイ

ントのほか、安全に開催するためのポイント、それら

を基に、機密性（高・中・低）に応じて Web 会議の開

催する際の留意すべき点などがまとめられている。ま

た、Web 会議上のセキュリティを考えていく上での参

考資料も紹介されている。 

 「Web 会議サービスの活用は大変有益ではあるが、

盗聴、情報漏えい、サイバー攻撃などのセキュリティ

リスクに十分注意する必要がある。」（IPA）資料は IPA

のウェブサイトから PDF ファイルでダウンロードして

閲覧できるようになっている。 

※Web 会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意

事項 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/webmeeting.html 

※テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/telework.html 

 

 導入利用動向-国内            

■ZENKIGEN：WEB 面接サービス「harutaka」

を伊藤忠商事へ導入 
（7 月 21 日） 

 株式会社 ZENKIGEN（https://zenkigen.co.jp/）（東

京 都 千 代 田 区 ） は 、 同 社 の WEB 面 接 サ ー ビ ス

「 harutaka( ハ ル タ カ ) 」 を 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

（https://www.itochu.co.jp/ja/）（東京都港区）が 2020

年 6 月に導入し、2021 年度新卒採用の一次面接にお

いて、大規模の WEB 面接を実施したと発表。 

 これまで伊藤忠商事は、海外大学生など WEB 面接

を一部実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大

により、新卒採用の一次面接を全て WEB 面接に繰り

替えるという意思決定を行い、一ヶ月で大規模な WEB

面接システムの構築・運用を実現しなければならない

という課題があった。 

 毎年 6 月に解禁となる新卒採用選考のスケジュール

を維持しながら、一期一会となる大切な面接で不具合

が発生しないよう、接続トラブルが少なく操作性の良

い WEB 面接ツールを探していた。 

複数の WEB 面接ツールを同環境下でテストし、比

較検討を行った結果、直感的に操作しやすいシステム

であること、接続のトラブルの少なさなどの観点から

harutaka を評価し、採用した。 

 2020 年 6 月 1 日から対象応募者の WEB 面接を滞

りなく実施するという計画のもと、時間ごとに面接官

と採用応募者を入れ替えながら面接を行えるよう運用

体制を設計。本番と同環境でリハーサルを行い、万一

のトラブル発生時のリカバリープランも用意し、本選

考へと臨んだ。採用応募者である学生と面接を担当す

る社員双方の安全を確保しながらも、ほとんどの面接

において（接続率 95%以上）滞りなく WEB で実施す

ることに成功したという。 

 Harutaka は、WEB 面接やライブ面接で採用コスト

を削減し、独自の分析機能やコンサルタントによるサ

ポートで採用の質向上に貢献するとしている。 

 

 サービス等無償提供発表企業            

コロナウイルスの影響からテレワークや在宅勤務を

行う企業などが増えています。そういった企業などを

支援する目的で遠隔会議・ユニファイドコミュニケー

ション提供会社がサービスなど無償提供を行う動きが

とくに２、３月に入ってから活発になっています。 

ここでは、CNA レポート・ジャパンが 3 月 15 日現

https://www.ipa.go.jp/security/announce/webmeeting.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/telework.html
https://zenkigen.co.jp/
https://www.itochu.co.jp/ja/
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在（その後 3 月 31 日も追加しています）把握した、

無償提供もしくは機能拡張などのプレスリリースを

行った提供会社の名前と URL（ホームページもしくは

当該ページ）を掲載します。各社期間限定となってい

ます。詳細は各社ホームページまたは直接お問い合わ

せください。皆様のご参考になればと思います。（順

不同） 
■経産省（学びを止めない未来の教室、Zoom 教育関係）： 

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/zoom/ 

■ライフサイズ社（クラウドサービス） 
https://pages.get.lifesize.com/remote-work-with-lifesize/ 

■インタビューメーカー（Web 面接） 
https://interview-maker.jp/ 

■ドコモシステムズ（Web 会議 sMeeting） 
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/smeeting/ 

■RSUPPORT(Web 会議 RemoteMeeting など) 
  https://www.rsupport.com/ja-jp/ 

■DialPad(クラウド PBX) 
 https://www.dialpad.co.jp/ 

■アバー・インフォメーション（デモ機など無償貸出し） 
 https://jp.aver.com/ 

■ブイキューブ（V-CUBE ミーティング、営業、教育、医療

機関など）https://jp.vcube.com/ 

■ベルフェイス（営業特化 Web 会議） 
https://bell-face.com/ 

■プリンストン（クラウド会議サービス BlueJeans） 
https://www.princeton.co.jp/news/2020/03/202003101100.html 

■AloT クラウド（Web 会議） 
https://www.aiotcloud.co.jp/ 

■ポリグロットリンク（遠隔通訳サービス、学校向け） 
 https://polyglot-link.co.jp/ 

■ギンガシステム（LoopGate for PC/Tablet） 
https://ginga-sys.jp/ 

■シスコシステムズ（Web 会議 Webex） 
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex

90days.html 

■ネオキャリア（Web 会議 Calling） 
https://www.calling.fun/ 

■ meet in（Web 会議ミートイン、教育向け） 
https://meet-in.jp/ 

 

■マルジュ（Web 面接 SOKUMEN） 
https://www.maru.jp/sokumen/ 

■トラストバンク（自治体専用チャット LoGo） 
https://www.trustbank.co.jp/ 

■ビジョン（ビジネス向け SNS ツール JANDI） 

https://vws-biz.com/jandi/ 

■StarLeaf/メディアプラス 

 https://www.starleaf.jp/ 

■日本アバイア（Avaya Spaces、教育機関・非営利） 

 （在宅コンタクトセンター） 

https://www.avaya.com/jp/ 

■シャープマーケティング（TeleOffice） 

https://www.ideep.com/ 

■DMM 英会話（Bellbird ビデオ通話サービス） 

https://eikaiwa.dmm.com/app/meeting 

■Vonage（Vonage Free Conferencing） 

 https://freeconferencing.vonage.com/ 

■ロゼッタ（遠隔会議上音声翻訳ツール） 

 https://www.jukkou.com/lp/onyaku.html 

■ニューロネット（Web 会議 SaasBoard） 

 https://www.neuronet.co.jp/ 

■岩崎通信機（Web 会議 Waarp） 

 https://www.iwatsu.co.jp/waaarp/ 

■日本インフォメーション（スマートセッション） 

https://www.nicnet.co.jp/information/2020/07/post-37/ 

 

＊7 月 31 日現在で無償提供を終了しているところも

あるかもしれません。個別にご確認ください。 
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https://vws-biz.com/jandi/
https://www.starleaf.jp/
https://www.avaya.com/jp/
https://www.ideep.com/
https://eikaiwa.dmm.com/app/meeting
https://freeconferencing.vonage.com/
https://www.jukkou.com/lp/onyaku.html
https://www.neuronet.co.jp/
https://www.iwatsu.co.jp/waaarp/
https://www.nicnet.co.jp/information/2020/07/post-37/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               12/13                        Vol.22 No.14 July 31, 2020 
 

 

  PR                        

■ヤマハ株式会社 
 

ユニファイド 

コミュニケーション 

スピーカーフォン YVC-200 
  

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

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■ブイキューブセミナー情報（8 月） 

「いまさら聞けない Web 会議とテレビ会議の違い 選び方

徹底解説セミナー」、「オフィスの「会議室足りない問

題」に。スマートワークブース「テレキューブ」体験

会」、「テレワーク環境をスムーズに整える秘訣とは？〜

安心してテレワークするための IT ツールガイド〜」 など 

会場：（Web セミナー） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

■ソーシャルディスタンスを保った会議スペースのつくり

かたとは？～ヤマハのサウンドマスキングで音の侵害と漏

洩を防ぐ～ 

日時：8 月 4 日（火）11:00〜12:00 

会場：オンラインセミナー 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer 

 

■Web 会議、テレビ会議の新たな活用方法 

日時：8 月 4 日（火）14:00〜14:45 

会場：オンライン 

主催：株式会社大塚商会  

   共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/online/20/08a/?p=A03 

■やって分かったテレワークの課題を乗り越えるために 

Microsoft X Jabra X IIJ の 3 社で課題を解決 

日時：8 月 5 日（水）14:00〜15:00 

会場：オンラインセミナー 

主催：GN オーディオジャパン株式会社 

協力：日本マイクロソフト株式会社/ 

株式会社インターネットイニシアティブ 

詳細・申込：

https://register.gotowebinar.com/register/127117328901

9356175 

 

■テレワークに必要なリモートアクセスの始め方 

～ヤマハネットワーク担当者が、相談窓口に届いた質問に

対して丁寧に解説します～ 

日時：8 月 6 日（木）11:00〜12:00 

会場：オンラインセミナー 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer 

 

■BlueJeans ウェビナー～クラウド会議サービス BlueJeans

の特徴や活用方法について～ 

日時：8 月 6 日（木）/8 月 20 日（木）/8 月 27 日（木）

/9 月 3 日（木） 

会場：オンラインセミナー 

主催：株式会社プリンストン 

詳細・申込：

https://www.princeton.co.jp/news/2020/07/2020072111

00.html 

※BlueJeans を紹介する 4 回シリーズのウェビナーです。個

別にも申込できます。 

 

■Surface Hub 2S を使って「伝わらない」を「伝わる」に

変える 

日時：8 月 19 日（水）15:00〜15:30 

会場：オンラインセミナー 

主催：日本マイクロソフト株式会社 

詳細・申込：https://info.microsoft.com/JA-SRFC-WBNR-

FY21-08Aug-19-Surface-SRDEM32775_LP01Registration-

ForminBody.html 

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://jp.vcube.com/event/all
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/08a/?p=A03
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/08a/?p=A03
https://register.gotowebinar.com/register/1271173289019356175
https://register.gotowebinar.com/register/1271173289019356175
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2020_summer
https://www.princeton.co.jp/news/2020/07/202007211100.html
https://www.princeton.co.jp/news/2020/07/202007211100.html
https://info.microsoft.com/JA-SRFC-WBNR-FY21-08Aug-19-Surface-SRDEM32775_LP01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/JA-SRFC-WBNR-FY21-08Aug-19-Surface-SRDEM32775_LP01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/JA-SRFC-WBNR-FY21-08Aug-19-Surface-SRDEM32775_LP01Registration-ForminBody.html
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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

取材に基づく記事のみ）ですが、CNA レポート・ジャ

パンでは、それ以外の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。皆様の情報収集

のひとつとしてご活用いただければ有難いです。 

 

■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               

定期レポートのバックナンバー（1999 年〜最新号）は

下記で閲覧できます。 

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

 

 

 

 

 

 

 
CNAレポート・ジャパン 2020年7月31日号おわり 

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