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  製品・サービス動向-国内              

■NEC ネッツエスアイ：Zoom 社と「Zoom 

Phone BYOC モデル」リセラー契約を締結、

企業向けクラウドサービス「Zoom Phone」

とコミュニケーション統合環境を提供開始 
（3 月 11 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、音声

クラウドサービス「Zoom Phone」の企業向けサービス

（ BYOC モ デ ル ） 提 供 に 関 し て 、 Zoom Video 

Communications 社と世界初のリセラー契約を締結し

たと発表した。世界初という。 

 今回のリセラー契約で、音声クラウドサービス

Zoom Phone 並びに既存 PBX 環境を融合したコミュニ

ケーション統合環境を提供開始する。 

 Zoom Phone サービスによって、テキストチャット、

電話、ビデオ会議（Zoom Meetings、Zoom Rooms）な

どのコミュニケーション手段を、やりとりを止めるこ

となくボタンひとつでシームレスに切替ができるよう

になる。また、Zoom アプリから通常の電話機と同じよ

うに固定電話と発着信し、外出中はスマートフォンか

ら、出社時や在宅勤務時は PC から、場所やデバイスを

選ばず通話できる。 

 高い音声品質と信頼性も提供する。ビデオ会議で

培った音声・映像の安定化のノウハウを活かし、高品

質な音声通話を提供する。また、データセンターはグ

ローバルに分散されており、災害など万が一の事態に

おいてもサービスを止めないよう万全の仕組みを整え

ているという。 

 

 

 

 

 
NEC ネッツエスアイが提供するコミュニケーション統合環

境のイメージ（NEC ネッツエスアイ） 

 一方、NEC ネッツエスアイは、Zoom Phone と既存

PBX 環境を融合したコミュニケーション統合環境も同

時に提供する。PBX は重要な音声基盤であるものの、

在宅勤務の普及によってその必要性は変化してきてい

ると見る。そのため、今後は両者を融合し、シームレ

スに活用できるコミュニケーション統合環境へのニー

ズが高まることが予想されるとしている。 

 また、同社が提供するマルチクラウド統合サービス

と連携したコミュニケーション統合環境を構築するこ

とで、ユーザに品質、コスト、運用性などさまざまな

面から最適な提案を行っていく。これまでに多くの企

業音声システムを構築してきたことに加え、累計 1 万

社以上の企業に Zoom ライセンスや Zoom 活用環境を

提供してきた実績と経験を活かす。 

 NEC ネッツエスアイは、ニューノーマルにおけるオ

ンラインを活用した新しいコミュニケーションと、そ

の可能性を提案することで顧客の課題解決に貢献し、

オンラインコミュニケーションサービス関連で 2021

https://www.nesic.co.jp/
https://www.nesic.co.jp/
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年度末までに累計 100 億円の売上を目指すとしている。 

 

■Poly：リモートワーク向けの個人用ビデオ

会議製品シリーズ「Poly Studio P シリーズ」

を発表 
（PRTIMES：3 月 3 日） 

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

旧 Plantronics とポリコム）は、リモートワーク向けの

個人用ビデオ会議製品シリーズ「Poly Studio P シリー

ズ 」 （ https://www.poly.com/jp/ja/products/video-

conferencing/studio-p）を発表した。 

 今回発表された新製品は、「Poly Studio P5 Web カ

メラ」「Poly Studio P15 個人用ビデオ バー」「Poly 

Studio P21 個人用会議ディスプレイ」の 3 製品。これ

らは、「Microsoft Teams」「Zoom」「GoTo by LogMeIn」

などのビデオ会議ツールに対応している。なお、Poly 

Studio P5 Web カメラは、Poly ヘッドセットや Poly 

Sync スピーカーフォンとパッケージにした「Poly 

Studio P5 キット」としても提供される。 

 Poly Studio P5 Web カメラは、1080p 解像度に加え

4 倍光学ズームに対応。盗撮防止用プライバシー

シャッター機能や指向性マイクを内蔵。ヘッドセット

用の USB ポートも付く。 

 Poly Studio P15 個人用ビデオバーは、4K 解像度に

対応し、自動カメラフレーミング機能を搭載している。

「NoiseBlock AI」技術とマイクアレイによりユーザの

声のみを集音し、邪魔になる音を除去する。 

 Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイは、ビデオ

機能、音声機能、ディスプレイを 1 台に集約。カメラ

はビデオ会議用に最適化されており、自動低照度補正

や鮮やかな色彩により高品質な映像を実現していると

いう。どの Windows PC や Mac のビデオアプリでも使

用でき、ノート PC の 2 代目ディスプレイとしても活

用可能。 

 Poly Studio P5 キットは、Poly Studio P5 Web カメ

ラ、ヘッドセット「Voyager」、「Poly Blackwire ファ

ミリー」、「Poly Snyc スピーカーフォン」とセットに

した 3 種類のキットとなっている。利用シーンに最適

な組み合わせから選択できるようになっている。 

 Poly Studio P シリーズは、Poly の新しいクラウド

サービス「Poly Lens」により、デバイスの設定・管理

をリモート環境で行うことが可能となっている。 

 Poly Lens クラウドマネージメントの特長は以下の

通り。 

 （1）「Poly Lens Desktop アプリ」：デバイスのセッ

トアップ時に役立ち、設定・更新の管理ができる単一

の管理サービス。最適な照明やカメラ配置をワークス

ペースの環境に合わせて調整する機能や、体調を整え

るための適度な運動や水分補給のタイミングなどの人

間工学に基づいたアドバイスをする機能もある。リ

モートワーク中の従業員や個人に最善のワークスペー

スを提案するという。 

 （2）「Poly Lens クラウドマネージメント」：デバ

イスの管理者が全てのデバイスが最新の状態であり、

オフィス内・自宅または外出先にいる全従業員が適切

にデバイスを使用できていることを確認できるように

なっている。また、デバイスに問題が起きたときには、

遠隔地からトラブルシューティングをすることも可能

となっている。 

 なお、Poly Lens Desktop アプリと Poly Lens クラウ

ドマネージメントは新シリーズ全ての製品に含まれて

いる。 

 Poly によると、同社の製品は教育機関での授業から

役員の重要な会議まで幅広く利用されているという。

同社のビジネス向けヘッドセット、ビデオ会議製品、

デバイス管理サービスは、企業の IT 部門から中小企業

の経営者、従業員に至るまで組織全体にメリットをも

たらすよう設計されており、分散化が進む職場環境で

の業務向上を実現しているとしている。 

 

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja/products/video-conferencing/studio-p
https://www.poly.com/jp/ja/products/video-conferencing/studio-p
https://www.poly.com/jp/ja
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■ネオラボ：国産 Web 会議システム「Calling」

の新機能としてウェビナーツール「Calling 

Webinar」を提供開始、視聴者数 1,000 名

に配信可能 
（3 月 5 日） 

  株式会社ネオラボ（https://neo-lab.co.jp/）（東京都

新宿区）は、国産の Web 会議システム「Calling」の新

機能としてウェビナーツール「Calling Webinar(コーリ

ングウェビナー)」（https://www.calling.fun/）を 3 月

8 日から提供開始する。 

 

Calling Webinar(ネオラボ) 

  Calling Webinar は、視聴者数 1,000 名に配信可能

な、Web 会議システム Calling に新たに追加されたウェ

ビナー機能。パソコンのブラウザ上で、URL をクリッ

クするだけで利用することができ、画面共有機能、

チャット機能、などを実装している。セミナー・イベ

ント、研修、採用説明会、株主総会、社員総会などに

活用可能という。 

 主な機能としては、以下の通り。（1）視聴予定者リ

ストの作成・検索、（2）配信者・視聴者へのメール送

信、（3）配信者の画面を視聴者に共有（画面共有）、

（4）参加者リストの表示、（5）チャット機能。 

 Calling は、URL ひとつで簡単に使える Web 会議シ

ステム。2018 年のリリース開始以降、1,500 社を超え

る企業に活用されている。社内会議や社内外の対面コ

ミュニケーションのほか Web 面接や内定者フォロー

の用途としても活用されている。現在、Calling は自治

体向けに特化した「Calling for Government」の他、オ

ンライン診療を実施するため医療向けに特化をした

サービス「Calling for Telemedicine」も展開している。 

 ネオラボは、株式会社ネオキャリア（東京都新宿区）

のグループ企業。 

 

■PHONE APPLI：「PHONE APPLI PEOPLE」の

Microsoft Teams アプリ版をリリース 
（3 月 3 日） 

 株式会社 PHONE APPLI（https://phoneappli.net/）

（東京都港区）は、マイクロソフトが提供するコラボ

レーションプラットフォーム「Microsoft Teams」上で

動作する「PHONE APPLI PEOPLE」の Teams アプリを

3 月 26 日より提供開始する。 

 PHONE APPLI  PEOPLE は、人とつながる時間や

人を探す時間を短縮するクラウドサービス。階層型の

組織アドレス帳から連絡先を探すことや、社員のスキ

ル・資格・職歴・特徴などを用いた検索が Teams 上で

可能になる。リアルタイムのスケジュールも同時に確

認ができるため、相手の状況を理解した上で Teams の

チャットや Web 会議、通話、Outlook のメールなどの

コミュニケーション手段を選択することができる。加

えて、顧客の連絡先もクラウドで管理・共有・活用す

ることも可能。 

 また、リモートワーク、オフィス勤務などのハイブ

リットな働き方にも対応している。Teams 上で社員が

社内のどこにいるか、居場所の確認が可能になる。分

散型のオフィスやフリーアドレスでも誰がどこで働い

ているか、そしてオフィスの混雑状況も確認できるよ

うになる。 

 PHONE APPLI によると、この Microsoft Teams ア

プリ版は、Microsoft Teams の活用を一歩先に進める

組織アドレス帳という。ユーザの効率的かつ効果的な

働き方の実現に貢献できるとしている。 

 

https://neo-lab.co.jp/
https://www.calling.fun/
https://phoneappli.net/
https://neo-lab.co.jp/
https://www.calling.fun/
https://phoneappli.net/
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■アドバンスクリエイト：保険相談特化型の

ビデオ通話システム「Dyamic OMO」発売 
（PRTIMES：3 月 1 日） 

 株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト

（https://www.hokende.com/）（大阪府大阪市）は、

独自開発した保険相談特化型のビデオ通話システム

「Dynamic OMO」（ダイナミックオーエムオー）を 3

月 1 日より販売開始する。 

 

Dynamic OMO 使用イメージ（アドバンスクリエイト） 

 Dynamic OMO は、2020 年 3 月以降、業界トップク

ラスとなる 30,000 件を超えるオンライン保険相談を

実施してきた同社ならではの知見を結集し、独自開発

した「保険相談に特化した」ビデオ通話システム。保

険代理店のほか、保険会社のコールセンターや保全部

門での活用を想定している。 

 無数のトライ＆エラーを繰り返す中で、顧客や社員

の声を受け、既存のビデオ通話システムでは対応しき

れなかった機能を実装しており、2020 年 10 月の直営

コンサルティングプラザでのテスト運用開始以降、そ

の充実したサービス内容や利便性により、多くのユー

ザから好評を得ているという。 

 特徴としては、スマホでの保険相談に最適化されて

いる点。顧客の多くがスマートフォンを利用している

ことから、スマホの小さな画面でも、詳細な保険資料

を見やすく表示できるように最適化されている。顧客

が見たい箇所を自身で拡大することも可能。通常の

WEB 会議システムでは、お互いの顔が大きく表示され

るが、保険相談は資料の説明が多いため、画面共有機

能をメインに据えている形。商談内容を自動で録画・

録音もできるようになっている。 

 社内独自開発しているためサポートも充実している。

同社では約 90 名の社内エンジニアを抱えており、ユー

ザからの改善提案や要望は、社内エンジニアが即に対

応できる体制を構築しているという。 

  

■SmartMeeting：会議改善クラウドサービス

「SmartMeeting」正式版提供開始、会議の

ベストプラクティスを提案する仕組みを提

供 
（PRTIMES：2 月 28 日） 

 株 式 会 社 SmartMeeting （ https://www.smart-

meeting.jp/）（東京都港区）は、広告費ゼロで事前登

録企業 500 社を突破した会議改善クラウドサービス

「SmartMeeting(スマートミーティング)」正式版の機

能を 2 月 24 日より企業規模問わず全ユーザに提供開

始する。 

 
SmartMeeting 画面例（SmartMeeting） 

 SmartMeeting は、会議のベストプラクティス（最も

効率的で効果的な方法）を提案し、「会議フォーマッ

ト」「会議スコア」といった機能により“誰でも良い会

議を開催できる”仕組みを提供するもの。クラウドサー

バにあるソフトウェアをインターネット経由で利用す

る SaaS のためオフィス・自宅などどこからでもアクセ

スでき、導入の初期費用は無料となっている。 

 会議の目的や役割の設定、アジェンダ・議事録の共

同編集、決定事項の一覧化、ToDo の一覧化、良い会議

を点数で可視化、会議の良かった点・改善点を匿名で

https://www.hokende.com/
https://www.smart-meeting.jp/
https://www.smart-meeting.jp/
https://www.hokende.com/
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フィードバックするなどの機能のほか、人件費・時間

などを一覧化したり、会議を種別ごとに可視化するレ

ポート機能、カレンダーとの連携で日程調整の自動化、

「Zoom」「Microsoft Teams」「Slack」といった Web

会議ツールやチャットツールとの連携も行える。 

 本サービスは、年間 15 億円の企業損失と言われる

無駄な会議を減らし良い会議を作るとともに、働き方

改革の浸透と急速に広まるテレワークでの「会議の新

しい形」を提唱する。 

 

■ナイスモバイル：スピーカーとマイクが一

体になったオンライン WEB 会議ツール

「MAXHUB サウンドバーUC S10」の販売開

始 
（PRTIMES：3 月 15 日） 

 ナイスモバイル株式会社（https://nicemobile.jp/）

（長野県松本市）は、スピーカーとマイクが一体になっ

たオンライン WEB 会議ツール「MAXHUB サウンド

バーUC S10」の販売を開始した。 

 

MAXHUB サウンドバーUC S10（ナイスモバイル） 

MAXHUB サウンドバーUC S10 は、内蔵スマート OS 

Android 8.0 搭載のオールインワンモデル。 

カメラは 1200 万画素ソニー製、視野角は 120°の

広角レンズを搭載しており、あらゆる会議室や教室に

対応する。また、オートフレーミングによる高度な顔

認証機能と音声認識機能にも対応しており、よりリア

ルに近い会議・授業を実現する。最大 4 画面共有にも

対応している。 

マイクについては、6 つのアレイマイク搭載で、8

メートル先の声も集音できるようになっている。また

エコーキャンセリング機能やノイズリダクション機能

を搭載している。スピーカーは音声をよりはっきりっ

せる 8W の出力となっている。 

なお、本体は LAN ポートと Wifi に対応している。 

MAXHUB サウンドバーUC S10 は、多数のリモート

会議アプリに対応しており、同社が販売しているオー

ル イ ン ワ ン の ミ ー テ ィ ン グ ボ ー ド （ 電 子 黒 板 ）

「MAXHUB」と併用した使い方も提案している。 

 ナイスモバイルは、タッチパネルの輸入販売、関連

製品の導入、開発・製造・販売などを手がける。2016

年設立。 

 

  ビジネス動向-海外              

■Otter.ai 社：シリーズ B で 5,000 万ドルの

資金調達実施、AI と機械学習（ML）を介し

たオンライン会議に焦点を当てた市場開拓

に注力 
（2 月 25 日） 

 Otter.ai 社（https://otter.ai/）（米国・カリフォルニ

ア州）は、SpectrumEquity 社が主導するシリーズ B で

5,000 万ドルを調達したことを発表。ラウンドには

1,000 万ドルの転換社債が含まれている。 

 Otter.ai 社は、AI を使った、音声文字書き起こしの

アプリを提供しており、「Zoom」や「Google Meet」

などのビデオ会議プラットフォームのほか、電話やそ

の他の音声通信とシームレスに連携する。Otter.ai が提

供するアプリは、これまで 1 億を超えるオンライン会

議で 30 億分以上の書き起こしを提供してきた。

Otter.ai 社の収益は、2020 年に 800%以上増加した。 

 今回、シリーズ B の資金調達で、AI と機械学習（ML）

を介したオンライン会議に焦点を当てた市場開拓に注

https://nicemobile.jp/
https://otter.ai/
https://nicemobile.jp/
https://otter.ai/
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力する。 

 同社としては、同社の急速な成長をサポートするた

めに来年までに人員を 3 倍にする計画。その一環とし

て、今回、同社最初の最高マーケティング責任者（CMO）

として、Disney Mobile Games や eBay などで消費者向

けテクノロジーブランドの立ち上げなどの実績がある

Kurt Apen 氏を迎え入れた。また、同社は今後、人工知

能、ディープラーニング、自然言語処理、フロントエ

ンド／バックエンドエンジニア、データエンジニアな

ど増員のほか、プロダクトや UX/デザイン、セールス

の各責任者を採用していくという。 

 今回の出資者は、Horizon Ventures 社、Draper 

Associates 社、GGV Capital 社、Draper Dragon Fund

社、SpectrumEquity 社などで、SpectrumEquity 社が出

資を主導したことから、同社のマネージングディレク

ターである John Connolly 氏が Otter.ai 社の取締役に

就任した。Otter.ai 社の成長に SpectrumEquity 社がこ

れまで培ったガイダンスの提供と戦略的リソースを活

かす狙いだ。 

 

  導入・利用動向-国内           

■ブイキューブ：全国知事会に「V-CUBE」を

提供 
（3 月 2 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、全国知事会が Web 会議サービス「V-

CUBE ミーティング」ならびにテレビ会議システム「V-

CUBE Box」を導入していることを発表。 

 ブイキューブのサービスは、47 都道府県の前知事が

集まる会議「全国知事会」のほか、常任委員会、本部

会議、近隣エリアの都道府県知事が集まる会議、国へ

の要望活動などで活用されており、新型コロナウイル

スの影響により前年比で約 4 倍開催されているという。

（2019 年 1 月-12 月に開催された会議数と 2020 年 1

月-12 月に開催された会議数との比較） 

 

V-CUBE を活用した全国知事会の様子（ブイキューブ） 

 全国知事会では、47 都道府県の Web 会議サービス

利用環境や Web 会議サービスを操作する担当者の IT

スキルが異なる現状を踏まえ、これらの差に左右され

ることなく簡単な操作で、全国知事会も含めた最大 48

拠点が安定して接続可能なサービスであることを最優

先事項としてサービス更新を検討していた。 

 直近の更新で全国知事会に導入された V-CUBE ミー

ティングと V-CUBE Box。全国知事会が重要視していた

都道府県ごとに異なる PC、マイクスピーカーなどの機

器やネットワークといったサービス利用環境にも左右

されることなく、誰でも簡単に操作できるといった点

が評価された。また、高いセキュリティと会議開催を

妨げない迅速で適切なサポート体制という点も評価さ

れた。 

 ブイキューブでは、今後も顧客のコミュニケーショ

ン DX 実現に向けてさまざまな映像コミュニケーショ

ンサービスを提供していくとしている。 

※全国知事会 事例 

https://jp.vcube.com/case/22701.html 

 

 

 

https://jp.vcube.com/
https://jp.vcube.com/case/22701.html
https://jp.vcube.com/
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 PR                            

 

■ダイトロン株式会社 
 

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

■アバー・インフォメーション株式会社 
 

 
https://jp.aver.com/solution/learning-and-

consulting/remote-consulting 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 
■ヤマハ ウェビナー「音声技術をフル活用し、貴社の

Zoom ミーティングを徹底改善！事例や実践から学ぶ、効

率的な会議運営のコツ＜発展編＞」開催のお知らせ 

日時：3 月 19 日（金）14:00～15:30 

会場：オンライン 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_202103 

 

 

■オフィスとテレワークで見て書いて伝えるコミュニケー

ション Zoom と電子ホワイトボードを組み合わせた会議

コミュニケーションの問題解決 

日時：3 月 24 日（水） 14:00～14:40 

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/application/add/7785#/ 

 
■「"あれ"は、誰に聞けばいいんだっけ?」を Microsoft 

Teams と PHONE APPLI で解決！～PHONE APPLI PEOPLE

で働く場所に関わらず、コミュニケーションの質と効率が

向上！～ 

日時：3 月 24 日（水）14:30～15:30 

会場：Microsoft Teams ライブイベント 

主催：PHONE APPLI 

詳細・申込： 

https://phoneappli.net/event/2021/20210324-event.html 

 
■ブイキューブセミナー（3 月～4 月） 

「実践！Zoom ウェビナー～ウェビナー開催のコツや運用

の 5 つのポイントを伝授～」「徹底解説！失敗しないウェ

ビナーツールの選び方」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（3 月～4 月） 

日時：日時ご確認ください。 

会場：オンライン/オンディマンド 

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。 

 

https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202103
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202103
https://event.ricoh.co.jp/public/application/add/7785#/
https://phoneappli.net/event/2021/20210324-event.html
https://jp.vcube.com/event/all
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
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 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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