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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. 23 No.6 2021 年 4 月 15 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■日本マイクロソフト：「Surface Laptop 4」

の発売に合わせて、ヘッドセット、スピー

カーフォン、Web カメラといったバーチャ

ル会議を最適化するアクセサリを発表 
（PRWire：4 月 14 日） 

 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、

「Surface Laptop 4」の発表に合わせて、ヘッドセット、

スピーカーフォン、Web カメラといったバーチャル会

議を最適化するアクセサリを発表した。 

 
Surface Laptop 4(マイクロソフト) 

Surface Laptop 4 は、Windows を搭載するノート

ブックの理想を追求して妥協なく設計された唯一無二

のノート PC。同時に発表された Microsoft Teams 認定

アクセサリと共に利用することで、どのような環境下

でも快適で確実なオンラインミーティング、オンライ

ン学習の体験を得られるという。 

Surface Laptop 4 は、製品の機能と細部へのこだわ

りがユニークに組み合わさっている、他にはない職人

技による製品の仕上げで、このクラスの製品で常に最

高の顧客満足度を達成してきた。マイクロソフトの体

験に最適化されており、特徴的な 3：2 型 PixelSense 

 

 

タッチスクリーンディスプレイを搭載した 13.5 イン

チまたは 15 インチのモデルを提供。Alcantara 仕上げ

またはメタル仕上げを選択でき、新色のアイスブルー

など他では手に入らない大胆な色も用意している。 

オンライン会議向けにも、優れた低照度対応機能を

持つ HD フロントカメラとスタジオマイクアレイが内

蔵されており、重要な仕事のバーチャル会議でも、ク

リアな画質ではっきりと声が聞こえる状態を保てると

している。 

今回、Surface Laptop 4 に合わせ、バーチャル会議

を最適化する各種アクセサリを発表した。Microsoft 

Teams 認定製品でさまざまなビデオ会議アプリケー 

ションに対応する。 

（1）「Surface Headphones 2+ for Business」：終

日心地よくバーチャル会議をこなすことが可能な快適

性が備わっているヘッドフォン。13 段階のアクティブ

ノイズキャンセリング機能や、イヤーカップダイヤル、

鮮明な音声を提供する 8 マイクシステム、18.5 時間の

音楽再生時間まはた最大 15 時間の音声通話時間、オ

ンイヤー型の Teams コントロール機能、改善されたリ

モートコール機能などで、さらに充実したミーティン

グ体験が得られるとしている。 

 
Surface Headphones 2+ for Business（マイクロソフト）：

Teams 専用ボタンもある。 

https://www.microsoft.com/ja-jp
https://www.microsoft.com/ja-jp
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（2）「Microsoft Modern USB」およびワイヤレス

ヘッドセット：Teams 専用ボタンで会議への参加や電

話の応答が容易になるほか、物理的なミュートボタン

や LED ミュート表示ライトによってミュート状態を示

すことで、常に状況管理が行えるようになっている。 

  

ワイヤレスヘッドセット     Microsoft Modern USB 

(マイクロソフト) 

（3）「Microsoft Modern USB-C Speaker」：コード

が収納できるコンパクトなデザインで、机のスペース

も最小限で済み、どこにでも持ち運びできる。パワフ

ルなスピーカーとデュアルマイク、直感的な操作性と

インジケーターが備わっているため、ミーティング体

験が向上するとともに、管理も容易という。会議や通

話、カジュアルな音楽鑑賞の場で高品質な音響を提供

する。 

 
Microsoft Modern USB-C Speaker（マイクロソフト） 

（4）「Microsoft Modern Webcam」：ミーティング体

験に最適な 1080p ビデオ、HDR（High Dynamic Range）、

78°の視野角を提供し、高品質で信頼性の高いビデオ

会議を実現する。また、既存の PC 環境を強化したり機

能追加したりすることも可能となっている。 

 日本での出荷開始については、Surface Laptop 4 が

4 月 15 日より、Surface Headphones 2+が 5 月 6 日よ

り、その他 Microsoft Teams 認定アクセサリは 6 月以

降順次出荷予定となっている。 

Microsoft Modern Webcam 

（マイクロソフト） 

 

 一般向けの販売は、全国家

電量販店グループ（オンライ

ンおよび店舗）、法人向けに

は 、 マ イ ク ロ ソ フ ト 認 定

Surface リセラーおよび DMP（Distributor Managed 

Partner）各社を通じて、あるいは Microsoft Store(法

人窓口)から販売する。 

 日本マイクロソフトは、引き続き喫緊の課題である

リモートワークの強化やハイブリットワーク環境の構

築、オンライン学習なども視野に入れた教育機関にお

ける IT 環境の整備をパートナー企業と共に支援して

いくとしている。 
※Introducing Surface Laptop 4 and new accessories for 

enhanced meeting experiences 

https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introduci

ng-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-

meeting-experiences/ 

 

■VTV ジャパン：オンライン会議用 USB ハブ、

アバイア社製「One Cable Connect Hub

（OCC Hub）」の提供 
（PRWire：4 月 6 日） 

 VTV ジャパン株式会社（https://www.vtv.co.jp/）（東

京都千代田区）では、オンライン会議向け USB ハブで

あるアバイア社製「One Cable Connect Hub（OCC Hub）」

を提供している。緊急事態宣言解除後に問い合わせが

増えているという。 

 OCC Hub は、オンライン会議時に外部デバイスと PC

を USB ケーブル 1 本で接続するための「USB ハブ」。

https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introducing-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-meeting-experiences/
https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introducing-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-meeting-experiences/
https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introducing-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-meeting-experiences/
https://www.vtv.co.jp/
https://www.vtv.co.jp/
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2 つの USB 入力と 1 つの HDMI 出力を搭載し、カメ

ラ、マイク・スピーカ（またはヘッドセット）、モニ

ターなどを接続できるようになってる。 

 
One Cable Connect Hub（VTV ジャパン） 

 
接続方法（VTV ジャパン） 

 あらかじめ OCC Hub に外部デバイスを接続してお

くことで、これまで会議前に行っていた煩雑な準備を

省くことができ、セッティングに時間がかかる、配線

ミスなどによるトラブル、USB ポート不足などの問題

が起こる可能性を低くすることができるという。加え

て、一度外部デバイスと OCC Hub をセッティングして

しまえば、利用時に触るのは USB ケーブル 1 本だけ。

人々の手が触れる場所が少なくなり感染症対策にもつ

ながるという。 

 なお、同社ホームページ内ではオンライン会議に関

する最新情報を公開している。 

※OCC Hub の紹介動画（VTV ジャパン） 

https://youtu.be/R6vDdbFZcmw 

 

■NTT ビズリンク：映像コミュニケーション

サービス「SMART」が他社認証基盤と連携

しシングルサインオンに対応 
（4 月 14 日） 

 NTT ビズリンク株式会社（https://www.nttbiz.com/）

（東京都文京区）は、クラウド型映像コミュニケーショ

ンサービス「SMART Communication & Collaboration 

Cloud(SMART)」に、他社認証基盤と連携したシングル

サインオン機能を追加した。 

 今回連携した他社認証基盤は、マイクロソフト社の

提供する「Azure Active Directory」および Google 社が

提供する「Google ID」。 

 本機能により、普段社内で利用しているマイクロソ

フト社や Google 社の ID やパスワードを利用してセ

キュアに SMART の映像コミュニケーションが利用可

能となる。複数の ID やパスワードを管理する手間が省

け、利用者や IT 管理者の利便性が向上する。 

 また、会議利用はもちろん、社内外イベント用の

「SmartCast」利用時でもシングルサインオン機能で参

加者を限定することができる。重要イベントでもセ

キュアに安心して活用できる。 

 NTT ビズリンクでは、今回リリースしたシングルサ

インオン機能をはじめ、さまざまなセキュリティ機能

で利便性を向上させつつ、安心の映像コミュニケー

ションサービスを提供していくとしている。 

 

■サンワサプライ：テレワークや Web 会議に

最適なマイク・スピーカ内蔵 Web カメラ

「CMS-V48BKN」を発売 
（4 月 6 日） 

 サンワサプライ株式会社（https://www.sanwa.co.jp/）

（岡山市北区）は、テレワークや Web 会議に最適なマ

イク・スピーカ内蔵 Web カメラ「CMS-V48BKN」を発

売した。標準価格は 41,800 円（税込み）。 

  
CMS-V48BKN（サンワサプライ） 

 CMS-V48BKN は、フル HD 対応（1920x1080）の

CMOS センサーを内蔵し、会議に適した水平画角 80°

https://youtu.be/R6vDdbFZcmw
https://www.nttbiz.com/
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.nttbiz.com/
https://www.sanwa.co.jp/
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の広角レンズを搭載している。フレームレートは

30fps で細かい動きも滑らかに映し出す。 

 また、エコーキャンセル機能とノイズを軽減・除去

するノイズリダクション機能を備えており、通話先の

相手へクリアな音声を届けるという。 

 
使用イメージ（サンワサプライ） 

 スタンド部分はパソコンモニターやテレビ上部へ簡

単に設置でき、底面にはカメラ用三脚穴があるため市

販のカメラ用三脚に取り付けできるようになっている。 

ちなみに、同社が提供している WEB カメラ用卓上ス

タンド「CMS-STN1BK」に取り付けることで目線をカ

メラと同じ位置に調整できる。自然なカメラ写りにな

るので WEB 会議での使用に最適という。 

 その他、カメラ裏面には USB2.0 コネクタが２ポー

ト搭載されており、USB ハブとしても使用できるよう

になっている。 

  

■マルジュ：スポットで利用できる Web 説明

会システム「SETSUMEN」をリリース 
（PRTIMES：4 月 13 日） 

 株式会社マルジュ（https://www.maru.jp/）（東京都

豊島区）は、スポットで利用できる Web 説明会システ

ム「SETSUMEN」（セツメン）をリリースした。 

 SETSUMEN は、オンライン上のリアルタイムで説明

会が実施できる「ライブ説明会機能」はもちろんあら

かじめアップロードした録画映像を公開する「動画説

明会機能」の 2 つを提供している。簡単 3 ステップで

使え、safari や chrome などスマホ標準搭載ブラウザ

で利用が可能となっている。月額費用なしで単発・ス

ポット利用に対応している。また、動画選考ツールと

連携し、説明会後にしっかり応募者を見極めることが

可能となっている。 

 
SETUMEN（マルジュ） 

 企業説明会をオンラインで実施できるため、遠方の

参加者等も距離に関係なく広く集めることができる。

また、動画説明会機能を利用すれば企業側は登壇者不

要で、かつ参加者は 24 時間好きな時に視聴できると

いった時間に縛られない説明会を実施することもでき

る。 

  

■ソースネクスト：「ミーティングオウル プ

ロ」のアップデート実施、プレゼンターエ

ンハンス機能を提供開始 
（4 月 1 日） 

 ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社

（https://www.sourcenext.com/）（東京都港区）は、

同社が販売する会議室用 web カメラ「Meeting Owl 

Pro(ミーティングオウル プロ)」において、AI が判断

するプレゼンターをカメラがフォーカスする「プレゼ

ンターエンハンス」機能を追加したと発表。既存ユー

ザは Wifi 接続にてソフトウェアを無償ダウンロード

可能となっている。 

 本機能の追加により、発声しなくても AI が判断する

プレゼンター１名をカメラがフォーカスし、追従する

機能が使用できるようになる。学校のセミナー、商談

でのプレゼンテーション、スポーツのリモートレッス

ンなど幅広いシーンにて活用できる。 

https://www.maru.jp/
https://www.sourcenext.com/
https://www.maru.jp/
https://www.sourcenext.com/
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 360°カメラ、マイク、スピーカー一体型となった

「ミーティングオウル プロ」は、2020 年 7 月末日の

発売以降、約 7 ヶ月後の 2 月 23 日時点で、累計出荷

台数（サンプル等除く）が 10,000 台を突破したとい

う。同社によると、今後も製品の性能や使い勝手の向

上を追求していくとしている。 

 

■テクトロニクス＆フルーク フルーク社：最

先端のケーブル測定技術とスイッチ診断機

能を組み合わせた「ケーブル＋ネットワー

ク・テスター」新製品 2 機種を提供開始 
（4 月 12 日） 

 株式会社テクトロニクス＆フルーク フルーク社

（https://jp.flukenetworks.com/）（東京都港区）は、

ケーブル・パフォーマンス・テクノロジーとスイッチ

診断機能を組み合わせた業界初の「LinkIQ ケーブル＋

ネットワーク・テスター」（以下、LinkIQ）と、産業用

イーサネットの障害の主な原因を特定できる「LinkIQ-

IE 産業用イーサネット・ケーブル＋ネットワーク・テ

スター」（以下、LinkIQ-IE）の新製品 2 機種を 4 月 19

日より提供開始する。 

 LinkIQ（左写真、テクトロニクス＆

フルーク フルーク社）は、ケーブル

の他端状態や接続機器に基づいて、

1 回のボタン操作で自動的に適切

な測定結果を提供するシングルテ

スト・アプローチを基本にしてい

る。最大ケーブル接続速度を認識

（最大 10Gb/s）、スイッチ・ネゴ

シエーションと PoE 負荷試験を使

用した PoE デバイスの設置とトラブルシューティング、

接続されたスイッチ情報の識別、「LinkWare PC ケー

ブル・テスト管理ソフトウェアを使用した作業の文書

化」などの特徴がある。 

 LinkIQ-IE は、産業用イーサネットの障害の主な原因

であるネットワーク・ケーブルのトラブルシューティ

ング用に設計されている。フルーク・ネットワークス

の最先端ケーブル測定技術と産業用イーサーネット・

スイッチの基本テスト機能を組み合わせて用いること

で、ネットワーク障害の発見を迅速化することを実現

した。 

 LinkIQ の価格は 278,000 円（税別）～。LinkIQ-IE

は LinkIQ-IE に「マルチ・コネクタ・アダプタ」がセッ

トで価格は 328,000 円（税別）～。 

 同社では 2 機種の初年度の売上目標として計 1,000

台を目指している。販売目標額としては 2 億 5,000 万

円以上。 

 

  ビジネス動向-国内              

■Pexip 社：アジア太平洋地域の主要拠点で

ある日本での事業を拡大 
（4 月 12 日） 

Pexip 社（https://www.pexip.com/ja/）（ノルウェー・

オスロ）は、日本における業務拡大に伴い、田野 豊 氏

を日本法人である Pexip Japan 合同会社（東京都渋谷

区）のカントリーマネージャーに任命した。 

 田野氏は、2002 年にウェブエックス・コミュニケー

ションズ・ジャパン株式会社を設立し、代表取締役に

就任。2007 年のシスコシステムズによる買収後は、

Webex 部門の日本におけるカントリーマネージャー

として引き続き部門を牽引し、日本市場における Web

会議システムの市場拡大に寄与した。その後 2013 年

に WEST UC（旧 Intercall Japan）にカントリーマネー

ジャーとして移籍し、UC プロダクト全般を指揮。両社

をリーダー企業に育て上げた実績を持つ。 

 Pexip 社は大企業および公共機関向けのビデオ会議

ソリューションのリーディングプロバイダーとして

75 カ国の 300 以上のチャネルパートナーを通じてソ

リューションを提供し、190 カ国以上で使用されてい

る。2020 年 5 月にオスロ証券取引所に上場した。 

https://jp.flukenetworks.com/
https://www.pexip.com/ja/
https://jp.flukenetworks.com/
https://www.pexip.com/ja/
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同社のビデオ会議ソリューションは、複雑なビデオ

会議を簡素化し、場所やテクノロジーに依存すること

ない対面のコラボレーションを提供する。従来のシス

テムからクラウドへの移行に対応する柔軟なモデルや、

互換性のないテクノロジー間での相互運用の実現、エ

ンタープライズクラスのセキュリティの担保など幅広

い機能を備え、多くのグローバル企業やアメリカ合衆

国環境保護庁（US Environmental Protection Agency）

などが導入している。 

 Pexip 社はさらなる人材の雇用、パートナーエコシ

ステムの拡大など引き続き日本市場に投資を行い、日

本の顧客の需要に対応するという。 

 

■KDDI：「Cisco Webex Meetings」の月額料

金を月額 8,800 円から月額 2,970 円に改定 
（4 月 1 日） 

  KDDI 株式会社（https://www.kddi.com/）（東京都

千代田区）は、4 月 1 日からシスコシステムズ社のビ

デオ会議サービス「Cisco Webex Meetings」の月額料

金を月額 8,800 円から月額 2,970 円に改定すると発

表。 

 Cisco Webex Meetings サービスでは、スマートフォ

ンなどマルチデバイスに対応することから、場所を選

ばない会議開催を可能とし、加えて会議室に専用デバ

イスを導入することで、高画質なビデオ会議を実現す

る。 

 今回の改定により、ユーザがビデオ会議サービスの

新規導入や利用者の追加を検討している場合の料金負

担を軽減するとともに、無期限ログエクスポートや

ファイル保存期間設定などのセキュリティ対策機能を

標準提供する。これまでセキュリティオプション（Pro 

Pack）はオプション加入（660 円）が必要であった。 

これにより、より気軽にかつ安心して利用できるよう

になると同社では説明する。 

  

■Poly：同社の IP フォンの累計販売台数が

3,000 万台を突破 
（PRTIMES：4 月 9 日） 

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

旧 Prantronics とポリコム）は、同社の IP フォンの累

計販売台数が 3,000 万台を突破したと発表。 

 Poly の電話機ソリューションは、20 年以上にわた

り職場における通信手段の変化に合わせて常に進化し

て続けてきた。その歴史は、90 年代、ポリコムが世界

で初めて開発した電話会議システム「SoundStation」に

はじまる（当該製品は国立アメリカ歴史博物館に展示

されている）。また、「CCX シリーズ」は、Poly を象

徴する世界初のビジネスメディアフォンである。 

 Poly は、IP デスクフォン、ワイヤレスフォン、USB

スピーカーフォン、音声会議システム、アナログ電話

アダプタ(ATA)、標準オーディオシステムなど各種音声

ソリューションを提供しており、スマートなマルチマ

イクアレイ、HD 音声、「Acoustic Fence」、「NoiseBlock」、

AI 技術など業界トップの音声技術を搭載しているとこ

ろに特長がある。フォーチュン 500 企業から NGO に

至るまで包括的にさまざまな用途に合わせて Poly の

ソリューションが導入されている。 

 それらの音声ソリューションは、Microsoft Teams、

Vonage、RingCentral など 60 以上のプラットフォーム

やサービスプロバイダーに対応しており、どのプラッ

トフォームが最適かと悩む必要はないという。また、

クラウドベースの管理ソリューションは、実装が簡単

で、かつ問題が起きた際もその根本原因を遠隔で修正

できるため、IT チームや担当者が遠方まで出向く必要

はない。 

 Poly の最新電話機ソリューションには、広いオープ

ンスペースでも高い音声品質を実現する拡張マイクを

搭載する音声会議システム「Trio 60」、システムの設

定が簡単でほぼ全てのプラットフォームに対応する使

いやすくデザイン性に優れた IP デスクフォン「VVX シ

https://www.kddi.com/
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.kddi.com/
https://www.poly.com/jp/ja
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リーズ」、USB と Bluetooth 接続機能、音声アシスタ

ントに対応した「Poly Sync」などがある。 

 Poly は会議参加者に「参加する」以上の体験を提供

する。 

 

  導入利用動向-国内           

■デージーネット：名古屋市役所にオープン

ソースソフトウェアの WEB 会議システム

「Jitsi」を導入、業務改善に結びつき働き方

の見直しも可能に 
（＠Press：4 月 7 日） 

 株 式 会 社 デ ー ジ ー ネ ッ ト

（https://www.designet.co.jp/）（愛知県名古屋市）は、

名古屋市役所が、デージーネットが構築した WEB 会

議システム「Jitsi（ジッチ/ジトシ）」を導入したと発

表。 

 WEB 会議システム Jitsi は、ウェブブラウザを使用

して遠隔にいる社員同士で WEB 会議を行うことがで

きるオープンソースソフトウェア（OSS）。オンプレミ

ス上に専用システムとして構築できるほか、ウェブブ

ラウザやスマートフォンアプリ「Jitsi Meet」を使用し

てライセンス無料で WEB 会議やデスクトップ共有が

行える。 

2018 年 9 月のデージーネットでの構築サービス開

始以降、オンプレミス環境で構築できるためセキュリ

ティ面が安心という点のほか、ユーザ数や会議室の制

限がなく、導入企業専用のシステムとしてカスタマイ

ズできる柔軟さが評価され、自治体を中心に導入が進

んでいる。 

 名古屋市役所では、新型コロナウイルスに伴う緊急

事態宣言を受け、テレワークや分散勤務など対面での

会議や打ち合わせが困難な状況となり、WEB 会議シス

テムの導入を検討していた。 

 条件としては、名古屋市をはじめとする自治体では、

ネットワークの構造上インターネットを経由するサー

ビスを扱うことが困難であったため、市役所内部にオ

ンプレミスで構築、運用できること。加えて、３万人

を超える職員が誰でも自由に WEB 会議システムを利

用できるようにユーザ数や会議室の制限がないこと、

利用できるユーザを管理者が都度調整しなくてもよい

こと、なども重要なポイントだったという。 

 Jitsi を導入した名古屋市役所では、内部の会議や在

宅勤務中の職員との打ち合わせなどで活用していると

いう。１対１の打ち合わせのほか、e ラーニングの環境

としても幅広い用途で使用している。 

これに伴い、分散した各拠点から集合するための移

動時間が削減でき、移動時間に充てられていた時間に

業務を進めることができるようになり業務効率にもつ

ながったという。また、大規模人数の会議など、会場

の確保が難しいものも、Web 上で開催できることは大

きなメリットと捉えている。さらには、感染症対策の

ための密回避にとどまらず働き方改革にも活用してい

けると同市役所では考えている。 

デージーネットでは、今後もオープンソースソフト

ウェアを駆使し、顧客にとって使いやすく、分かりや

すいシステムを提供していく。 

  

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 

■ライブデモ実施！シスコ新製品＆お得なキャンペーンご

紹介ウェビナー 

日時：4 月 27 日（火）11:00～11:40、15:00～15:40 

※各回同じ内容。 

会場：オンライン 

主催：株式会社プリンストン 

詳細・申込：

http://www.princeton.co.jp/news/2021/04/20210415110

0.html 

https://www.designet.co.jp/
http://www.princeton.co.jp/news/2021/04/202104151100.html
http://www.princeton.co.jp/news/2021/04/202104151100.html
https://www.designet.co.jp/
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■専用デバイスだからここまでできる！ 

Microsoft Teams Rooms でラクラク♪オンライン会議 

日時：4 月 27 日（火）11:00～12:00 

会場：オンライン 

主催：シネックスジャパン株式会社 

共催：日本マイクロソフト株式会社 

詳細・申込：https://www.synnex.co.jp/event/210427/ 

※上記 2 社に加え、GN オーディオジャパン株式会社の講演

があります。 
 

■ブイキューブセミナー（4 月～5 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」、【初級編】ウェビナー開催の“い

ろは”をご紹介など多数 

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（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。 

 

 

 

 

 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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