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 製品・サービス動向-国内            

■Poly：自宅やオフィス会議室など場所を問

わず、仕事も音楽鑑賞も可能なプロ音質の

スピーカーフォン「Poly Sync ファミリー」

３モデル発売、「Poly Sync 20」は Zoom 認

定を取得 
（PRTIMES：10 月 29 日） 

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

は、USB と Bluetooth に接続可能なスマートスピーカー

フ ォ ン の 新 シ リ ー ズ 「 Poly Sync フ ァ ミ リ ー 」

（https://www.poly.com/jp/ja/products/phones/sync）

の 3 モデルを発表した。製品はリモート管理にも対応

している。 

 単なるスピーカーではなく、洗練されたデザインに

高い機能性を備えており、自宅やオフィス会議室など、

場所を問わずリモートワークを実現できるよう設計さ

れている。仕事にとどまらず音楽鑑賞にも最適として

いる。モデルのひとつである「Poly Sync 20」（後述）

はパーソナル USB スピーカーフォンとして Zoom 認定

を取得している。 

 ３モデルの一つ目は「Poly Sync 20」と「Poly Sync 

20+」。最高クラスのオーディオと 3 マイクアレイを

搭載したコンパクトなポータブルソリューション。ス

ピーカーフォン、ミュージックスピーカー、スマート

フォン充電器の 3 つの機能が一体となっているのが特

徴。高度なデジタル信号処理アルゴリズムにより、通

話参加者全員にずれのない、クリアな音声を届ける。

また、Poly Sync 20 は、音楽の一時停止/音楽アシスタ

ントなど、お気に入りの機能をひとつのボタンにプロ 

 

 

グラムでき、Poly Sync 20+は付属の「BT600」ドング

ルでシームレスな Bluetooth 接続が可能となっている。 

 次に「Poly Sync 40」。Poly Sync 20 よりも大音量

のサウンドとより広範囲をカバーする集音マイクを特

徴としている。また本体 2 台をデイジーチェーン接続

し、集音範囲を広げ、さまざまな会議室の広さに応じ

て使用することができる。スマート充電機能を備え、

最大 20 時間の通話が可能な大容量バッテリーを搭載

している。Bluetooth の自動アンペアリング機能で会議

後デバイス接続をすばやく切断することができる。 

 最後に「Poly Sync 60」。Poly Sync 20 と Poly Sync 

40 の全機能を搭載しつつ、より大きなミーティングス

ペースや会議室向けに設計されているファミリー最上

級モデル。音声を自動的に追尾する 6 マイク アレイ

のほかインテリジェントな LED 機能を備え、2 つの大

型スピーカーを内蔵している。USB ビデオカメラを接

続すればオーディオビジュアル接続が可能となってい

る。 

 販売開始は、Poly Snyc 20 が 11 月より順次提供開

始予定（すでに受注受付中）、Poly Sync 40 と Poly Sync 

60 は 2021 年内に順次提供開始予定となっている。 

 

■レノボ・ジャパン：オールインワン会議専

用 端 末 「 ThinkSmart Hub for Microsoft 

Teams Rooms」「ThinkSmart Hub for Zoom 

Rooms」を発表 
（10 月 20 日） 

レ ノ ボ ・ ジ ャ パ ン 合 同 会 社

（https://www.lenovo.com/jp/ja）（東京都千代田区）

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja/products/phones/sync
https://www.lenovo.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja/products/phones/sync
https://www.lenovo.com/jp/ja
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は、オールインワン会議専用端末「ThinkSmart Hub for 

Microsoft Teams Rooms」「ThinkSmart Hub for Zoom 

Rooms」を発表した。 

 
Think Smart Hub(レノボ・ジャパン) 

 これら２種類のモデルは、現在販売している会議専

用 端 末 「 ThinkSmart Hub 500 」 の 後 継 モ デ ル 。

「Microsoft Teams Rooms」または「Zoom Rooms」を

プリインストールしており、ハドルルームから大会議

室までさまざまな会議スペースに対応可能、利用する

Web 会議プラットフォームに応じて選択できる。 

 今回発表された新しいモデルは、オーディオ機能の

強化と使い勝手の向上により、高いセキュリティを維

持した快適なオンライン会議の実現を可能にしている。

従来モデルより 20%コンパクトになり、ハドルルーム

の小さなテーブルにも無理なく設置できる。 

CPU には vPro 対応の Intel Core i5 プロセッサーを

搭載し、安定したパフォーマンスを提供しつつ静音性

を向上させた。 

 本体には、360 度集音マイクをパネル上部に 4 つ搭

載（前モデルは 2 つ）、半径 4.5m までの集音が可能

となっている。また、高品質な 4 つのスピーカーを備

え、大きめの会議室での利用が可能になった。 

 ケーブル管理コネクターを新たに採用することで、

電源や HDMI、USB などを１本のケーブルに統合でき

るため、ケーブル類が煩雑になることなく、会議室の

広さや使用環境に応じて周辺機器と組み合わせて利用

できる拡張性を持っている。そのほか、視認性の高い

3 色 LED インジケーターを追加し、どの位置からでも

稼働状態が把握できるようになっている。また、ポー

ト類への無断アクセスとケーブルの抜き差しを防ぐ設

計になっている。 

 レノボは ThinkSmart Hub シリーズを使用している

ユーザ向けのクラウドベースのデバイス管理コンソー

ル「ThinkSmart Manager」を提供している。この

ThinkSmart Manager を使用することで「ThinkSmart 

Hub」の設定作業を容易にし、端末をリモートで管理運

用が可能となっている。 

※関連記事：2019 年 2 月 15 日号、2019 年 6 月 30

日号 

 

■ロジクール：認定パートナープログラム

「Logicool One」を開始、Web/ビデオ会議

ソリューションについて保証期間 3 年の提

供開始 
（10 月 23 日） 

 株式会社ロジクール（https://www.logicool.co.jp/ja-

jp）（東京都港区）は、エンタープライズ向けビデオコ

ラボレーション製品の販売代理店を対象とした認定

パートナープログラム「Logicool One」を 10 月 1 日

より開始した。また、11 月 1 日より購入時の 2 年保

証を 1 年延長し 3 年保証とするオプションサービス提

供を開始する。 

 ビデオ会議がテレワークなど日常的になってきてい

る中で、多種多様な会議空間に合わせたデバイスの選

定、会議室設備として導入する際の導入手順と管理、

導入後の運用からサポートなど導入検討時の課題が増

えているという。 

 そこでそういった企業・団体における導入検討時の

課題を解決し、顧客のスムーズな導入と長期的な利用

を支援するため、ロジクールは、認定パートナーとの

協業を強化するためのパートナープログラム Logicool 

One を開始する。 

エンタープライズ向けビデオコラボレーション製品

の販売代理店が対象となり、グローバルで展開される

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
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認定プログラムとなっており、認定されたパートナー

との協業強化（販売・販促・教育・案件の支援）を目的

としている。 

 当初は、SB テクノロジー株式会社、NEC ネッツエス

アイ株式会社、株式会社大塚商会、株式会社協和エク

シオ、ジャパンメディアシステム株式会社、日本ビジ

ネスシステム株式会社、リコージャパン株式会社、販

売代理店 7 社で始動する。 

 一方、ロジクールは、11 月 1 日より、エンタープラ

イズ向けの主力 Web/ビデオ会議ソリューションであ

る「Tap ルームソリューション Lenovo ThinkSmart 

Edition Tiny バンドル」Microsoft Teams 版/Zoom 版

について、製品購入時に 2 年保証を 1 年延長し、3 年

間無償保証とするオプションの提供を開始する。 

 Tap ルームソリューションは、「Microsoft Teams」

もしくは「Zoom」向けに最適化された、オールインワ

ンパッケージソリューションで、カメラ・スピーカー・

マイク・タッチコントローラー・ミニ PC・製品サポー

トが含まれる。発売以来、保証期間は 2 年間としてい

たが、購入時に顧客の環境に合わせた保証期間を選ん

で導入できるよう、この度 1 年延長保証オプションに

よる 3 年間無償保証を開始する。 

 対象製品は 11 月中旬頃に小会議室向けビデオ会議

システム「MeetUp」、中会議室向けビデオ会議システ

ム「Rally」、大会議室向けビデオ会議システム「Rally 

Plus」、会議室用カメラ「Rally PTZ Camera」に順次拡

大予定となっている。 

  

■サンワダイレクト：光学 10 倍ズームレン

ズを搭載した USB 対応 PTZ 会議カメラを

発売 
（PRTIMES:10 月 27 日） 

サンワサプライ株式会社（https://www.sanwa.co.jp/）

（岡山市北区）は、光学 10 倍ズームレンズを搭載した

USB対応PTZ会議カメラ「400-CAM082」を発売した。

「Microsoft Teams」や「Zoom」などの各種 Web 会議

ソフトで使用できる。同社が運営している直販サイト

「サンワダイレクト」にて販売する。 

 

400-CAM082(サンワサプライ) 

本体カメラのレンズは 210 万画素で、1/2.9 インチ

HD CMOS センサーを搭載。解像度 1920x1080 フル

HD 画像を実現している。MJPEG 出力フレームレート

1080P/30fps に対応している。 

 62°広角レンズを採用し、付属のリモコンを使い、

垂直－30°～ +30°、水平±75°の範囲でカメラの

向きを変えることができる。広い範囲を映すことが可

能となっている。 

 専用ドライバーは不要のため USB ケーブルのみでの

接続が可能。付属の USB ケーブルは長めの 5m でパソ

コンとカメラが離れていても使用できる。 

 取り付けは底面のクランプを使用し挟み込んだり、

据え置きで使用したり、市販のカメラ用三脚に取り付

けもできるようになっている。 

本製品のサイズは、W350ｘD112ｘH139mm で重

量が約 820g。価格は 59,800 円（税込み）。 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanwa.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
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 製品・サービス動向-海外         

■シスコシステムズ：ハイブリットな働き方

に対応した、Cisco Webex 新機能、新製品

を発表 
（シスコ日本法人：10 月 19 日） 

シ ス コ シ ス テ ム ズ

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）（米国・

カリフォルニア州）は、リモートとオフィス環境の双

方におけるコラボレーション製品の革新的な新機能を

発表した。 

（１）Cisco Webex は、会議から会議後までユーザ

を支援する機能が満載で、今回、ミーティング体験を

10 倍向上させることを目指した新機能を追加した。 

買収した BabbleLabs 社の技術により、Webex ミー

ティングの雑音を除去し、話し声の品質を向上させ、

よりクリアな音声を実現する。また、会議前にロビー

で待機する時間を利用して、自分の背景がどのように

表示されるか明確にできるようにプレビューを拡大し

た。そのほか、コントロールパネルが、共有コンテン

ツやビデオ画面の邪魔にならない最適な場所に配置さ

れるなど洗練されたデザイン変更。さらにはビデオを

オンにしていない人を非表示にする設定が可能になっ

た。 

（２）Webex Devices にさらに環境センサーを追加

した。シスコシステムズはこれまで、環境ノイズレベ

ルを検出したり、室内の人数をカウントしたりするセ

ンサーを発表してきた。これらのデータによって稼働

率の低い部屋や過密スペースを把握することが可能に

なった。今回、新たに追加されるセンサーは、室温、

湿度、空気の質、光も検知する。 

人数検出機能はよりスマートになった。Webex では

機械学習を活用することで、参加者がマスクをしてい

ても部屋のどこにいても人数を正しくカウントし、会

議室の定員遵守を徹底する。 

これらセンサーにより、環境上の問題がある場所を

速やかに特定できるため、オフィスとリモートの参加

者の生産性と会議体験の質を向上させるための措置を

講じることができるようになる。 

（３）センサーを搭載する会議室予約デバイス

「Webex Room Navigator」。タッチもしくは音声によ

るインテリジェントで安全な会議室予約が可能となり、

IT 部門や施設管理者に詳細なデータを提供する。いず

れもデジタルサイネージモードが搭載され、大切な情

報を表示させることができる。「ノーショウ（キャン

セルなく会議室が使用されない場合）」機能もあり、

自動的に検出し、他の人が使えるよう予約可能な状態

にする。 

会議室内外の設置で２つのモデルを提供する。会議

室の外に設置するモデルは、会議スペースの検索・予

約が簡単に行え、空室状況をわかりやすく表示し、入

室すると予約済みに変更されるようになっている。一

方、室内モデルは、ソーシャルディスタンスの注意喚

起、清掃スケジュールなどを表示するマクロを設定可

能で、室内からの予約も可能となっている。 

（４）オフィス解析「Webex Control Hub」。予約さ

れているのに利用されていない部屋、全会議室の稼働

率の平均、周囲ノイズのレベルなど、使用状況や環境

数値の履歴データが提供される。オフィス管理の担当

者は実用的な情報を基に、施設の使用を最適化するこ

とができる。 

（５）パートナーインテグレーションでは３つの統

合機能を発表。一つ目は、「Appspace」によるデジタ

ルサイネージ・社内連絡。Control Hub から Appspace

連携を非常に簡単に設定でき、オフィスでも自宅でも

「Webex Desk Pro」などの新しい端末を使用する社員

にダイナミックで最新のデジタルサイネージおよび社

内連絡の手段を提供する。 

二つ目は、UC アナリティクス「Vyopta」によるコラ

ボレーションの使用状況の提供。Vyopta はシスコや

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
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サードパーティの UC テクノロジーをサポートしてお

り、安全なオフィス復帰の計画とコラボレーション体

験をインテリジェントに最適化する。 

三つ目は、「MazeMap」による経路案内。会議室が

安全なソーシャルディスタンスを確保できる許容人数

に達した場合、統合された MazeMap により近くの空

室情報を示し、ユーザに経路を案内することで、効率

的に会議を継続することができる。 

 

 ビジネス動向-国内             

■バルコ：会議ソリューションツールでア

バー・インフォメーションとアライアンス

パートナーシップを締結 
（10 月 22 日） 

 バルコ株式会社（https://www.barco.com/ja）（東京

都大田区）は、法人向け Web 会議カメラの開発・販売

で世界的に実績がある、アバー・インフォメーション

株式会社（https://jp.aver.com/）（東京都新宿区）とア

ライアンスパートナーシップを締結したと発表。 

 バルコの「ClickShare CX シリーズ」は、ワンクリッ

クで遠隔画面共有を行える独自性の高いハードウェア

ソリューションであるため、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

さらなる簡素化の実現が可能となっている。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てい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ており、新しいコラボレーション

を提唱するワイヤレスソリューションである。 

 アバー・インフォメーションは、テレビ会議専用機

として使用されていたカメラを Web 会議用カメラと

して改良することにより、高画質で広画角な映像を届

けることを可能にしている。また保証期間が 3 年と長

く設けてあり、製品を長期間使用できるようになって

いる。ラインナップは、小規模から大規模まで対応し、

カメラのみのモデルと、マイク・スピーカーを内蔵し

たモデルを提供している。 

 新型コロナウイルスの感染対策としてテレワークが

一般的になる中、テレワークと出社を併用するハイブ

リット型勤務態勢を導入する企業が増えている。この

ようなハイブリット会議においての生産性を向上させ

るため、アライアンスパートナーシップを締結し、快

適なオンライン会議を実施するためのソリューション

を提供していく。 

 

■ソニー・グローバルエデュケーションと栄

光：インタラクティブオンライン授業シス

テムでの協業を開始 
（10 月 14 日） 

  株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

（https://www.sonyged.com/ja/）（東京都品川区）と

株式会社栄光（https://www.eikoh.co.jp/）（東京都千

代田区）は、包括的業務提携に基づき、インタラクティ

ブオンライン授業システムを活用した新たな教育サー

ビスの実現に向けた協業を 2020 年 10 月より栄光ゼ

ミナールにて開始する。 

 この協業はソニー・グローバルエデュケーションが

開発したオンライン上での双方向型授業に特化したプ

ラットフォームを栄光ゼミナールの小・中学生のグ

ループ指導において活用、検証することで、教育現場

の声をさらに反映することを目的に開始する。 

 この活動から得られるフィードバックを参照しなが

ら、既存システムよりも指導効果の高いオンライン授

業システムを構築し、子供たちにとってこれまでにな

い学習体験を両社で創造することを目指す。2021 年 4

月よりサービスを本格導入する予定となっている。 

 また、学習ログの蓄積による成績データとの連携な

ど、従来にはないオンラインならではのサービスの可

能性も検証し、将来的な機能追加も見据えて取り組み

https://www.barco.com/ja
https://jp.aver.com/
https://www.sonyged.com/ja/
https://www.eikoh.co.jp/
https://www.barco.com/ja
https://jp.aver.com/
https://www.sonyged.com/ja/
https://www.eikoh.co.jp/
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を進める。 

 本インタラクティブオンライン授業システムは、

Web 会議システムをベースとした既存の双方向コ

ミュニケーション機能に、授業前から授業後までの教

育現場で必要とされる機能を追加し、オンライン授業

に最適化したシステム構成となっている。 

 提供されている機能としては以下の通り。（１）講

師・生徒の授業スケジュールや出席状況を自動で管理。

（２）オンライン授業で使用する教材をクラウドで一

元管理。教材毎のアクセス権のカスタマイズが可能。

（３）教材やホワイトボード・生徒の様子を一画面で

表示できる授業に特化したオリジナルの画面。（４）

講師は１クラスに複数名入室可能になっているチーム

ティーチングや別室での個別フォローの同時並行。（５）

宿題の提出やノートの確認もオンラインで可能。 

 子供たちの安全、安心と質の高い学びの両立がます

ます重要となるなか、両社はこれからの新しい生活様

式（対面とオンラインのハイブリット授業）に調和し

たオンラインでの双方向の学びの場を創出し、教育に

おけるデジタルトランスフォーメーションを実現して

いくとしている。 

 

■NEC と Realeyes 社：Web 会議での感情分

析を支援するサービスを共同開発、来年１

月販売開始予定 
（10 月 23 日） 

 日本電気株式会社（https://jpn.nec.com/）（東京都

港 区 、 以 下 NEC ） と Realeyes 社

（https://www.realeyesit.com/）（エストニア共和国・

タリン）は、NEC の持つ生体認証・映像分析技術と、

Realeyes 社の持つ感情分析技術を組み合わせた、新た

な遠隔コミュニケーション向けのサービスを共同開発

した。 

 本サービスは、PC やスマートフォンで使用されるビ

デオコミュニケーションツールと連携し、ツール利用

者の同意のもと、プライバシーに十分配慮した用途に

おいて映像からツール利用者の感情を分析する。 

 世界 180 社以上に導入されている Realeyes 社の感

情分析技術を活用し、ビデオコミュニケーションツー

ル上の映像からツール利用者の興味や注目度などの反

応を分析する。その分析結果は分析ダッシュボード上

で一覧として確認することができ、ツール利用者にリ

アルタイムで共有することが可能となっている。 

 非対面であっても、コミュニケーション中の理解に

不安がある部分などを即座に把握、察知し、その場で

伝え方を工夫したり、発言を促したりすることで円滑

な対話や会話の活性化に役立てることが出来たり、分

析ダッシュボードを振り返ることで、主催者は会議構

成やファシリテーションなどの改善、参加者は自身の

反応の振り返り、自己理解への活用など、利用者自身

の目的に合わせてさまざまな用途で活用することが可

能という。 

 両社によると、2020 年 8 月～9 月の 2 ヶ月間にわ

たり、両社による本サービスの技術検証を行ったとい

う。Web 会議における会議参加者の感情を分析し、参

加者の感情変化を把握できることが、主催者による自

身の進行の振り返りに役立つことを実証したとしてい

る。 

 本サービスは 2021 年 1 月に NEC から販売開始予

定となっている。グローバルで 3,600 億円規模の感情

分析サービス市場におけるトップシェア獲得を目指す

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jpn.nec.com/
https://www.realeyesit.com/
https://jpn.nec.com/
https://www.realeyesit.com/
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 ビジネス動向-海外             

■Zoom 社：エンドツーエンド暗号化（E2EE）

を無料ユーザも含め提供開始、E2EE 提供の

フェーズ 1/4 の展開、今後も強化の取り組

み継続 
（Zoom blog：10 月 14 日） 

 Zoom Video Communications 社（https://zoom.us/）

は、プライバシーとセキュリティの強化の一環で、エ

ンドツーエンド暗号化（E2EE）を無料ユーザも含め提

供開始する。 

 

 
Zoom ミーティング-画面左上に Verify Security Code の表 

示が見える。また、緑色のシールドは機能が有効になって 

いることを表す。（Zoom） 

 Zoom ユーザ（無料および有料）は、Zoom において

エンドツーエンドで暗号（AES265 ビット GCM 暗号化

を使用）がかかったビデオ通話が行えるようになった。

最大 200 人の会議まで対応する。 

 同社は、5 月にすでに強力な暗号化と高度なセキュ

リティ機能に加えて、エンドツーエンド暗号化を発表

していた。今回はその E2EE 提供のフェーズ 1/4 の展

開となる。最初の 30 日間はユーザからのフィードバッ

クを積極的に求める技術レビューとしての位置づけと

なっている。 

 さて、Zoom の E2EE は、公開鍵暗号化を使用してい

るが、各 Zoom ミーティングの鍵は、Zoom のサーバー

が生成するのではなく、参加者の端末によって生成さ

れる仕組みを取る。従って、Zoom のサーバーには必要

な複号化鍵がないため、Zoom のサーバーを介して中

継される暗号化されたデータは Zoom では解読できな

い。もちろん、参加者以外もアクセスはできない。 

逆に、E2EE が有効になっていない各会議の暗号化鍵

は、Zoom のサーバーによって生成および管理される

形になっている。E2EE は会議のプライバシーとデータ

保護を強化する場合に最適であり、機密性の高い会議

コンテンツを保護するための追加機能という位置づけ

になる。 

  

セキュリティ設定画面（Zoom） 

 機密性の高い会議の場合、つまり、E2EE 会議に参加

する場合は、全ての参加者が E2EE 設定を有効にする

必要がある。また、フェーズ１（後述）では、Zoom デ

スクトップクライアント、モバイルアプリ、または

ZoomRooms から参加する必要がある。 

 ただし、最初の E2EE バージョンでは、主催者前に

参加する、クラウドレコーディング、ストリーミング、

ライブトランスクリプション、ブレイクアウトルーム、

ポーリング、1 対 1 プライベートチャット、会議の反

応など、一部の Zoom 機能が制限されている。 

 また、E2EE へのアクセスを求める無料/基本ユーザ

は、テキストメッセージによる電話番号の確認など、

追加情報の入力を求める１回限りの確認プロセスを行

う形になっている。加えて、多くの大手企業でも同様

な手続きを取る形になる（不正なアカウントの大量作

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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成を防ぐため）。 

 Zoom の最優先事項はユーザの信頼と安全であり、

現在の、Zoom ミーティングに関わる、ユーザによる会

議のロックダウン、悪用の報告などの手段と、リスク

ベース認証を実装することで、ユーザの安全性を確保、

引き続き強化していくことが可能と同社では自信を見

せる。 

 E2EE の今後のフェーズとしては、2021 年に予定さ

れているフェーズ２の一部として、より優れた ID 管理

に加え E2EE と SSO（シングルサインオン）の統合な

どを展開する予定となっている。 

 

 導入利用動向-国内            

■シスコシステムズ：三菱 UFJ モルガン・ス

タンレー証券が「Cisco Webex Meetings」

を採用、アドバイザリー型ビジネスの強化

や業務のデジタル化推進を図る 
（10 月 9 日） 

 シ ス コ シ ス テ ム ズ 合 同 会 社

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）（東京都

港区）は、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会

社（https://www.sc.mufg.jp/）（東京都千代田区）が、

アドバイザリー型ビジネスの強化、ニューノーマル時

代における業務のデジタル化推進を目的に、新たな営

業チャネルとして Web 会議システム「Cisco Webex 

Meetings」を導入したことを発表した。 

 導入決定に際して高く評価された点は、グローバル

に広く採用されていること、映像や音声が高品質であ

ること、FISC 安全対策基準（FISC=金融情報システムセ

ンター）に準拠していること、などを挙げる。 

 Cisco Webex Meetings 導入によって、営業員は顧客

への運用状況の報告や金融商品の案内がリモートで実

施可能となるとともに、本部に在籍する少数の専門性

の高いプロフェッショナルが顧客との対話に同席でき

る機会が増え、より多くの顧客にアドバイザリー型

サービスを提供できるなど、リモートでありながらも

営業活動をより深化させることが可能になった。また、

社内およびグループ内の会議もタイムリーに開催可能

となり、コミュニケーションの活性化、移動コストの

削減にも役立っている。 

 「Web 会議が新しく加わることでオムニチャネルが

加速し、顧客のニーズや環境に合わせて最適なチャネ

ルでサービスを提供する体制が整った。遠隔でも対面

営業と変わらないサービスを提供できる。」（三菱 UFJ

モルガン・スタンレー証券） 

 今後は、営業活動用モバイル端末とアプリケーショ

ン連携させることで顧客とのコミュニケーションをさ

らに効率化したり、大規模な社内イベントに活用した

りするなど、Web 会議システム活用の幅を広げていく

ことも検討している。 

 

■シスコシステムズ：損害保険ジャパンが

「 Cisco Webex Meetings 」 や 「 Cisco 

TelePresence MX200」など導入、デジタル

技術の活用を加速 
（10 月 29 日） 

 シ ス コ シ ス テ ム ズ 合 同 会 社

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）（東京都

港 区 ） は 、 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.sompo-japan.co.jp/）（東京都新宿区）

が、ニューノーマル時代に即応するため、クラウドベー

スの Web 会議システム「Cisco Webex Meetings」を中

心としたコミュニケーション基盤を導入したと発表。 

 損保ジャパンを傘下に持つ SOMPO ホールディング

ス株式会社は、保険事業を中核に事業領域を拡大する

とともに、デジタル技術の活用を加速させている。

SOMPO グループ内はもちろんのこと、顧客、代理店と

のコミュニケーション促進にもデジタル技術の活用は

不可欠となっているという。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.sc.mufg.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.sompo-japan.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.sc.mufg.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.sompo-japan.co.jp/
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 そこで今回、損保ジャパンでは、Web 会議システム

Cisco Webex Meetings（26,000 ユーザー）のほか、

「 Cisco TelePresence MX200 」 「 Cisco Webex 

Rooms55」など合計 600 台を導入した。 

 これまで損保ジャパンでは、遠隔会議用にシスコの

ビデオ会議端末を中心にオンプレミスで利用していた

が、新型コロナウイルス感染拡大により、全従業員が

リモートワークできる環境が必須となる中、Cisco 

Webex Meetings は、クラウドサービスであり、ユーザ

へ IDEA を発行するだけで利用できる点、センター側

の機器増設などが不要で早急なサービス提供が可能で

ある点が評価された。また、従来利用していたビデオ

会議端末は、オンプレミス環境からクラウド環境へ移

行させ、一元管理が可能となったことも利用の決め手

となった。 

 Cisco Webex Meetings の活用にあたっては、他の IT

ツール（カレンダー、メールシステムなど）と連携す

ることにより、ユーザ情報と会議室情報を一つのプ

ラットフォームで管理できるようになり、会議設定の

効率化を実現した。さらに従来からの社内のコミュニ

ケーション活性化に加え、保険業務で重要な取引相手

である販売代理店との連携強化にも役立っているとい

う。 

 今後、損保ジャパンでは、SOMPO グループの競争力

を高めることを目的に、グループ内の各企業に Cisco 

Webex シリーズの導入を図ることを検討している。 

 

 

 

 

 

  PR                        

 

■ダイトロン株式会社 
 

 
 

https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html 
 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■【Web セミナー】開催ご検討企業様限定！ハイブリット

型バーチャル株主総会 実務 QA セミナー～株主限定参加型/

出席型を実施した企業が概要を解説します～ 

日時：11 月 5 日（木）13:00～15:00 

会場：オンライン 

主催：株式会社ブイキューブ 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/seminar/ 

 

■Microsoft Teams の活用事例をご紹介！Microsoft Teams 

活用 ニューノーマルな働き方改革ウェビナー 

日時：11 月 6 日(金) 16:00～17:00 

会場：オンライン 

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4730#/ 

 

■あらためて見直す！ 一歩先のテレワーク オンラインセ

ミナーリモートコミュニケーションとセキュリティ改善に

必要なソリューションをお伝えします 

日時：11 月 18 日（水）14:00～16:15 

会場：オンライン 

主催：大塚商会 

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/region/20/1118vsf/ 

※Zoom、Poly 各社担当者の講演があります。 

https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://jp.vcube.com/event/seminar/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4730#/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1118vsf/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1118vsf/
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■ブイキューブセミナー（11 月～12 月） 

「待ったなし！ライン営業の始め方」 

「Zoom 導入検討者必見！Zoom「即」導入セミナー」 

「ハンズフリーで現場作業を遠隔支援！」 

 「イベントや企業説明会をオンラインで開催・実践するい

ろはを徹底解説！」など多数 

会場：オンラインセミナー 

詳細・申込： https://jp.vcube.com/event/all 

 

■Webex Meetings 関連ウェビナー 

日時： 11 月、12 月 日時ご確認ください。 

会場：オンライン 

主催：シスコシステムズ合同会社 

詳細・申込： 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-

webinars/collaboration-webinars.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 
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