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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.15 2020 年 8 月 15 日                                   

 

 製品・サービス動向-国内            

■Pexip 社：最新バージョン「Pexip Infinity 

version 24」を発表、Poly 端末ワンタッチ

ジョインや OAuth 認証のほか、Microsoft 

Teams、Google Meet 連携、VMR 代理予約

など広範囲なアップグレードを実施 
 （日本支社メール取材：8 月 3 日） 

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

オスロー）は、相互接続性に優れたソフトウェア型

MCU 機能を提 供するテ レビ会議ソリューション

「Pexip Infinity(ペクシプ インフィニティ)」の最新

バージョン「Pexip Infinity version 24」を発表した。 

 Pexip Infinity version 24 では、品質、拡張性、セキュ

リティの更新と改善、要望の多かった新機能など多岐

にわたる。主なものは以下のとおり。 

 

ワンタッチジョイン：Poly 端末対応 

 このリリースの主な新機

能のひとつは、Poly 端末へ

の「ワンタッチジョイン」機

能（写真左：Pexip）のサポー

ト 。 こ れ は Pexip Infinity 

version 23（2020 年 5 月）

でサポートされたシスコデ

バイスに続くもの。 

対応する Poly 端末は、

「Poly HDX シリーズ」「Poly 

RealPresence Group シリー

ズ」「Poly Trio シリーズ」 

 

「Poly Studio X シリーズ」「Poly G7500 シリーズ」 

「Poly Debut シリーズ」の各端末。 

このワンタッチジョイン機能により、従来の手動に

よるダイヤリングや会議コードを調べるなどの手間か

ら解放されワンタッチで会議室（Virtual Meeting 

Room）に入れるようになる。 

 

ワンタッチジョイン：Google G Suite への OAuth 認証

機能でセキュリティ強化、端末の監視など管理機能の

強化 

 より高いセキュリティで G Suite アプリにアクセス

するために今回 OAuth 認証に対応した。Google が昨

年 12 月に発表した LSAs （Less Secure Apps）に対す

る対応に基づくもの。従来の ID／パスワードの認証だ

けではセキュリティ上十分ではないため、今回、Poly

にも拡張したワンタッチジョイン（OTJ）を Google 

Calendar により安全に統合するための対応となる。 

 合わせて、管理機能を強化し、端末の監視とトラブ

ルシューティングをさらに簡単に行えるように改善し

た。 

 

ワンタッチジョイン：HTTP プロキシー対応 

今回 HTTP プロキシー対応が実現することで、プロ

キシーサーバを設置している企業でも Pexip Infinity

の設置が容易になった。従来であればネットワークの

再設計など導入に手間がかかる面があった。前述のワ

ンタッチジョインも影響を受けず利用できる。 

 

VMR Scheduling for Exchange：Outlook における代理

人による VMR 会議予約が可能 

 Microsoft Outlook アドイン API を更新し、Outlook

https://www.pexip.com/
https://www.pexip.com/
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において代理アクセス権を持つユーザーが当該代理先

の VMR（バーチャル・ミーティング・ルーム、いわゆ

るビデオ会議室のこと。）のスケジュールを行えるよ

うになった。Outlook では、たとえば、秘書（代理人）

が重役のカレンダーを管理するといったことが行える。

この状態で、秘書が Outlook カレンダーから重役の

Infinity 会議を作成した場合、Infinity は秘書に対して

も Outlook 同様にスケジュール操作の権限を与えると

いうもの。 

 

VMR Scheduling for Exchange：オフライン環境でのサ

ポート対応 

 オフライン環境でのサポートについては、会議を予

約する際の Infinity Exchange のスケジューリング時に

有効になる機能。対象となる Outlook ユーザーがイン

ターネットにアクセスできない場所でもスケジューリ

ングが行え、オンラインになった時点でそれを更新す

る仕組み。 

 

Microsoft Teams 関連：音声通話参加者の写真サムネ

イル表示、ロビースクリーンの表示  

 
ロビースクリーン表示例（Pexip） 

 Microsoft Teams 会議へ音声で入ってくる参加者（電

話）については写真サムネイル表示もしくは写真がな

い場合はイニシャル表示をすることになった。これま

では電話参加者については電話のアイコンが表示され

るだけだった。 

 ロビースクリーンの表示について。たとえば、Pexip 

CVI ゲートウェイを使って外部の端末から会議へ入室

しようとした場合、ホストから信頼済みの参加者では

ない（つまり、事前に招待されていない、など）と判

断されるとロビーに待たされることになる。その間、

ロビーに待たされていることを示したスクリーンがそ

の参加者に表示されるようになった。これにより自分

の会議室への入室がどのような状況なのかわかりやす

くなった。 

 

Infinity コア機能：バージョンアップ機能強化 

 Infinity の核の部分になる機能などについても今回

強化されたところがある。一つ目は、バージョンアッ

プ機能で、これまでアップグレードを行う際に、同時

に「5 会議ノード」が限界だったが、バージョン 24 で

は「10 会議ノード」の同時にアップグレードが可能に

なった。これにより迅速は利用環境の展開が可能にな

る。 

 

Infinity コア機能強化：ノード間 256bit AES-GCM 暗号

化 

 従来、Pexip ノード間の IPsec リンクは 256 ビット

AES-CBC を使っていたが、今回より、より強固なブロッ

ク暗号モードの AES-GCM を使用することになった。

一方、エンドポイント間の暗号化は、従来は AES128

ビット暗号化であったが、端末がサポートする限り

AES 256 ビットとなる。 

  

Infinity コア：トランスコード容量オーバーフロー強化 

 オーバーフローロケーション（overflow location）と

いう機能の強化。特定の Pexip 会議ノードがトランス

コーディング容量に達した時に、その作業を別の場所

に接続して継続する機能。つまり、ある現在進行中の

ビデオ会議セッションに割り当てられている Pexip 

Infinity 会議ノード上のリソースがフルになった場合

を指す。 
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これまではオーバーフロー時の負荷分散先が 2 つと

いう制限だったのが撤廃され、論理的には無限に分散

できることになった。 

 

Infinity コネクトクライアント：CPU への負荷大幅軽減

しコーデック処理、フレームレート改善 

 ますます多くのユーザーがクライアントを通じて会

議に参加している。バージョン 24 では、クライアント

を介して行われるビデオコールをトランスコード処理

するために使用される CPU への負荷が大幅に削減さ

れた。VP8 および VP9 コーデックでは、リソースの使

用量が減少し、同じサーバーでより多くのビデオ会議

参加者を処理できるようになった。加えて、資料共有

時のフレームレートが最大 30 フレームまで対応した。 

 

Google Meet の拡張：通話音声品質の向上 

ビデオ会議端末が Google Meet での会議に参加した

時、PC から参加するよりも音量が小さいという問題、

また、損失の大きいネットワークから Google Meet の

会議に参加すると、その参加者の音声品質が著しく低

下する問題があったが、音声レベルを上げるなどの改

善を行った。 

  

Infinity セルフサービス VMR ポータルへのユーザーロ

グイン 

 

VMR ポータルへのログイン例（Pexip） 

 従来は管理者のみの機能であったが、各 VMR ユー

ザーが、VMR ポータルへログインして、PIN の更新、

ゲスト設定の調整、デフォルトの部屋のレイアウト変

更など“自分の”会議室を管理することが可能になった。 

 Pexip Infinity version 24 は、Pexip 社にとっては

2 ヶ月ぶりのバージョンアップ。今回発表された最新

版は、日本を含め世界同時リリースとなっている。 

 

■エイネット：より安全なテレワークを目指

し、Web 会議サービスに専用サイバー保険

を付帯 
（PRTIMES : 8 月 4 日） 

 エイネット株式会社（https://www.anets.co.jp/）（東

京都千代田区）は、Web 会議サービス「Lite FreshVoice」

に Web 会議の導入・使用時のさまざまなリスクに対応

した専用サイバー保険を付帯し、8 月 4 日より提供開

始する。 

   
Lite FreshVoice イメージ（エイネット） 

Lite FreshVoice は、ユーザーが任意の会議室名をつ

けた URL を設定し相手にそれを伝えるだけで、テレビ

電話による通話や Web 会議を行うことが可能なサー

ビス。参加者は URL をクリックするだけで、スマート

フォン・タブレット・PC など、使用するデバイスを問

わず、1 対 1 通話や複数拠点での Web 会議に参加する

ことができるようになっている。 

エイネットは、三井住友海上火災保険株式会社（MS

＆AD インシュアランスグループ）と共同で、Lite 

FreshVoice にサイバー攻撃や情報漏えいを発生させた

場合の損害を補償する「WEB 会議サービス向け専用サ

イバー保険」を付帯することにした。 

https://www.anets.co.jp/
https://www.anets.co.jp/
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 テレワークの広がりで Web 会議サービスの利用が

増える中、ウイルス感染やサイバー攻撃によるシステ

ム障害、会議資料・会話の漏えいによる情報流出など、

たとえ Web 会議のシステムに万全のセキュリティ対

策が講じられていたとしても、インターネットを利用

するかぎり、それらのリスクをゼロにすることはでき

ない 。そこで、エイネットは、技術的な解決法で

は完全になくすことのできないリスクを、Web 会議

サービスに専用サイバー保険を付帯するこという新た

な試みによって解決する。 

 専用サイバー保険は、Lite FreshVoice を導入すると

自 動 的 に 付 帯 さ れ る よ う に な っ て お り 、 Lite 

FreshVoice の契約を更新すると専用サイバー保険も更

新される形になっている。 

 保険は、情報漏えい等による損害賠償責任に加えて、

原因調査費用やサーバーの復旧費用など、幅広くサイ

バー攻撃による損害を補償する。 

 これにより Web 会議が保険で保証されているとい

う安心感をユーザーに提供する。コロナ禍の収束が見

通せない中、すでにテレワークを実践している企業だ

けでなく、リスクを恐れて踏み切れずにいた中小企業

などの背中を押す効果があるほか、収束後の新しい

ワークスタイルの定着にも寄与すると同社では期待す

る。 

 三井住友海上は、MS＆AD インシュアランスグルー

プの中核を担う損害保険会社で、グローバルな保険・

金融サービス事業を展開している。とくにアジアでは、

ASEAN 域内の総収入保険料で業界 No.1 を誇り、

ASEAN 10 カ国すべてに元受事業を展開している世界

唯一の保険会社。 

 

 

 

 

 

■LINE：指定の URL にアクセスすればグルー

プ通話に参加できる新機能「LINE ミーティ

ング」の提供を開始 
（8 月 6 日） 

  LINE 株式会社（https://linecorp.com/ja/）（東京都

新宿区）は、同社が運営するコミュニケーションアプ

リ「LINE」において、8 月 6 日、指定の URL にアクセ

スすればグループ通話に参加できる新機能「LINE ミー

ティング」の提供を開始した。 

  
LINE ミーティング（LINE） 

 今回発表された LINE ミーティングは、トークを作

らずとも URL にアクセスすれば、最大 500 名でグルー

プビデオ通話ができるもの。 

トークルームからわずか 2 ステップで URL を発行

し、URL を通じて LINE の友だちを招待するか、友だ

ちとのトークに URL をシェアして、参加者にミーティ

ングを開催することを伝える。 

そして、参加者はミーティング開催時間に指定の

URL にアクセスするだけでグループ通話に参加できる

ようになっている。加えて、ミーティングの途中に新

たな参加者を招待することも可能となっている。 

 ミーティング中は、スマートフォンの画面をシェア

したり、Youtube を一緒に見ることができる「みんな

で見る」機能のほか、エフェクトやフィルターを利用

することができる。 

別のアプリをダウンロードせずとも、スマートフォ

ン版では 106 種類のエフェクト、41 種類のフィルター、

パソコン版では 12 種類のフィルターを利用できるよ

うになっている。また、スマートフォン版・パソコン

https://linecorp.com/ja/
https://linecorp.com/ja/
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版ともに、初期設定にある画像と自分が設定した画像

いずれも使える背景エフェクトも使って、ビデオ通話

上の自分を演出しながらグループ通話を楽しむことが

できる。 

Line ミーティングは安心安全に利用できる仕組みも

提供されている。ひとつは、18 歳未満の方と年齢認証

を経ていない方には LINE ミーティングの利用に制限

をかけている点。またもうひとつは、迷惑行為への対

策として 32 桁以上の複雑なミーティング URL を設定

しており、URL 以外の経路で通話に参加ができないよ

うな仕様となっている点。さらには、万が一、意図し

ないユーザーが参加したり、迷惑行為をしたりする

ユーザーがいた場合、強制的にグループ通話から退出

をさせることができる「Kick out」機能も利用できるよ

うになっている。 

同社としては、今後もユーザーニーズに合わせた

アップデートを行い、友達や家族などの親しい人との

コミュニケーションをコアバリューとしながら、個々

人に最適化されたコミュニケーションと情報の出会い

を提供し、生活により密接な存在となることを目指す

としている。 

 

■ソースネクスト：Web 会議用カメラ「オウ

ル」と「Zoom」のセットである「はじめて

のオウル・イン・ワン・パック」発売 
（8 月 6 日） 

 ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社

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

8 月 6 日より、Web 会議サービス「Zoom ミーティン

グ」の取り扱いを開始するとともに、初めてオンライ

ンミーティングを実施する法人向け製品「はじめての

オウル・イン・ワン・パック」（198,000 円、税別）

の販売を開始する。 

 はじめてのオウル・イン・ワン・パックは、「Zoom

ミーティング Pro」（5 ライセンス 1 年分のソースネ

クスト限定セット、120,000 円、税別）と、「Meeting 

Owl Pro」（115,000 円、税別）をセットにした製品と

なる。 

 Meeting Owl Pro は、360°カメラと Smart マイク

システム、スピーカーを搭載した会議用 web カメラ。

AI360°カメラが全体を映し出すとともに、AI が発言

者を自動認識して映像にも音にもフォーカスするとこ

ろに特徴がある。 

Meeting Owl シリーズは、米国を中心に 35,000 社

以上の企業で利用されており、ソースネクストからの

8 月 5 日の発表によると、発売日までにすでに 100 社

以上で導入が決定しているという。株式会社 NTT デー

タフロンティア、KDDI 株式会社、一般財団法人さっぽ

ろ産業振興財団、JICA 北海道、株式会社ソラコム、三

菱商事太陽株式会社、両備ホールディングス株式会社

などで導入されている。 

 

■サンワサプライ：カードをカメラに向けて

意思表示が行える、Web 会議用カードを発

売 
（PRTIMES：6 月 15 日） 

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

（岡山市北区）は、クリップスタンド付きの Web 会議

用カード「300-SIN001」を発売した。販売価格は 1,073

円（税抜）。 

 本製品は、Web 会議時にカメラを通して意思表示が

できる、Web 会議用カード。 

 
    Web 会議用カード（サンワサプライ） 

https://www.sourcenext.com/
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.sourcenext.com/
https://www.sanwa.co.jp/
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 カードをカメラに向けて意思表示が行えるもので、

ヘッドセット、マイク、スピーカーのトラブル時や、

設定ができていない場合でも、相手に意思を伝えるこ

とが行える。あるいは、会話を遮ることなく、カード

を提示して離席などをすることができる。 

     
      使用イメージ（サンワサプライ） 

 カードの厚みは 0.225mm と厚手で腰があるタイプ

なので、使いやすい。ミシン目加工により、2～3 回折

り曲げるだけで簡単に切り離せる。本製品のサイズは、

A4 サイズ（W210 x 297mm）で、カード 1 枚あたり

のサイズは約 幅 90xH55mm。クリップスタンド付き。 

手書き可能なフリーシートを 1 枚付属している。 

 

■サイバーソリューションズ：コンプライア

ンス対応ビジネスチャット「CYBERCHAT」

がビデオ会議サービス「Zoom」との連携を

開始 
（8 月 4 日） 

 サ イ バ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

（https://www.cybersolutions.co.jp/）（東京都港区）

は、「CYBERCHAT（サイバーチャット）」に、ビデオ

会議サービス「Zoom」との連携などテレワークをより

スムーズに行うための機能を 9 月 1 日に新たに追加す

ることを発表した。 

 ビジネスチャットやビデオ会議サービスなどの普及

が加速しており、その中で Zoom を使う企業が大きく

増えている。Zoom のオンラインミーティングを設定

し、発行されたミーティングの URL をメールやチャッ

トで参加者に通知するのが一般的だが、各ツールが

別々なため URL をコピーペーストして、会議への招待

メールやチャットを個別に送らなければならないなど

の面倒があった。 

 そこで CYBERCHAT では、チャット上で Zoom のオ

ンラインミーティングの設定ができ、同時にミーティ

ングの URL やパスワードの情報をチャットのルーム

上に自動的に発行し、参加者に周知することができる

連携を実現した。 

 今回は連携の第一弾として、チャット上からオンラ

インミーティングの設定と参加を可能とする機能を提

供し、今後第二弾としてチャット上から音声通話を

シームレスに行えるための連携を実現していく予定。 

 また、CYBERCHAT の機能強化としては、テキスト

メッセージのみ閲覧・登録できる機能、画像の表示は

許可するがファイルや画像のアップロード／ダウン

ロード機能をユーザーレベルごとに制御できる機能を

追加し、セキュリティを強化した。 

 新型コロナウイルス対策だけでなく、企業のテレ

ワーク導入は社会の急務とサイバーソリューションズ

は指摘する。同社は、メールとチャットを融合したメッ

セージコミュニケーションのソリューションを軸に、

ビデオ会議サービスなどの連携を強化することで、よ

りスムーズなテレワーク導入を支援し、日本企業の働

き方の変革に貢献していくとしている。 

 サイバーソリューションは、法人向けのソフトウェ

ア開発・販売を行っており、クラウドサービスや ASP

サービス事業も展開している。Web ソリューションの

コンサルティングおよび開発も行っている。2000 年 1

月設立。 

 

 

 

 

https://www.cybersolutions.co.jp/
https://www.cybersolutions.co.jp/
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■ ワ イ ズ マ ン ： 医 療 ・ 介 護 連 携 サ ー ビ ス

「MeLL+」（メルタス）は、ビデオ会議サー

ビス「Zoom」との連携を開始、医療・介護

システム業界で日本初の連携 
（8 月 5 日） 

 株式会社ワイズマン（https://www.wiseman.co.jp/ ）

（岩手県盛岡市）が提供する医療・介護連携サービス

「MeLL+」（メルタス）は、ビデオ会議サービス「Zoom」

との連携を開始する。 

 
MeLL+と Zoom の連携（ワイズマン） 

 新型コロナウイルス感染症への対策として、医療機

関・介護事業所において職員・患者・利用者・家族の

安全に配慮したサービス提供を行うため、ビデオ会議

ツールを使用したオンライン面会や職員間のオンライ

ン会議のニーズが高まっている。 

 MeLL+は、医療・介護事業者が利用者の情報を共有

することができ、多職種間および家族とのコミュニ

ケーションを支援するクラウド型サービス。今回発表

された連携により、MeLL+のみで Zoom ミーティング

の予約・編集・削除および参加者への周知が可能にな

る。 

 想定している利用シーンとしては、職員間のオンラ

イン会議、家族とのオンライン面接。メリットとして

は、職員間のオンライン会議では、ビデオ会議中に利

用者の申し送りや記録を、スタッフ同士が同じ画面を

確認しながらやりとりできるため、短い時間でも正確

な情報を共有できる。また、家族とのオンライン面会

では、家族との日程調整からオンライン会議の案内ま

でを MeLL+で完結できるため、MeLL+と Zoom を使い

分ける必要がない。会議当日は MeLL+から Zoom を開

く形になる。 

 なお、今回の連携は、医療・介護システム業界で日

本初の連携（2020 年 7 月現在）という。 

 

■NTT コミュニケーションズ：リモートワー

クにおけるコミュニケーション不足を解決

する、オンラインワークスペース「NeWork」

の提供を開始 
（8 月 11 日） 

 NTT コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

（https://www.ntt.com/index.html）（東京都千代田区）

は、リモートワークにおけるコミュニケーションを活

性化するオンラインワークスペース「NeWork」(ニュ

ワーク)の提供を 8 月 31 日から順次開始する。 

  
NeWork（NTT コミュニケーションズ） 

 リモートワークにおいては Web 会議やチャットが

必須のツールになったが、事前のスケジュール確認や、

打ち合わせ URL の発行、URL の連絡などの手間がかか

り、オフィスで同僚にちょっと気軽に話しかけるよう

な使い方をすることが難しいのが現状と同社では指摘

する。 

 NeWork は、リモート環境下でも、“リアルより気軽

に話しかけられる”ことを目指して開発された全く新

しいコミュニケーションツール。NeWork にログイン

しておくことで、同じオフィスにいるかのように、チー

ムやプロジェクトのメンバーにオンラインで“立ち話

https://www.wiseman.co.jp/welfare/
https://www.ntt.com/index.html
https://www.wiseman.co.jp/
https://www.ntt.com/index.html
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“できるようになっている。 

 具体的には、パソコンの Web ブラウザから本サービ

スにログインし、自分の居場所にあたる「ワークスペー

ス」に入る。ワークスペース内にはプロジェクトや話

題ごとに「バブル」を作ることができ、このバブルが

仮想的な部屋（会話スペース）として機能する形になっ

ている。 

 同じバブルに入っていると、マイクに向かって話す

だけで全員に伝わるようになっている。大人数の Web

会議にありがちな“話す人”と“聞く人“に分かれるコ

ミュニケーションではなく、少人数でわいわいがやが

や、活発に意見を交わすコミュニケーションに向いて

いるという。メンバーとの会話は、ビデオ通話はもち

ろん、資料の画面共有も行える。なお、音声と映像の

通信には NTT コミュニケーションズの WebRTC プ

ラットフォーム「SkyWay」を活用している。 

 バブルに入っていない相手でも、アイコンを 1 ク

リックするだけで会話できる。相手が話しかけられる

状態かどうかは、アイコンの色で見分けることができ

るため、事前にあいての状況を確認したり、会話の許

可を求めたりする必要がない。これにより、オフィス

で立ち話をするように気軽に話しかけることが可能と

なっている。 

 モードはオープン/ワーク/ゾーンの 3 種類から選択

可能で、作業に集中したいときは、会話できないモー

ド（ゾーン）に切り替えることもできる。また、モー

ドを変更し忘れることがないように、スピーカーとマ

イクのオン/オフ（ミュート）と連動し、自動で確実に

モードを変更する。 

 会話は、NTT コミュニケーションズの AI 議事録作

成支援サービス「COTOHA Meeting Assist」と併用する

ことで、会話の内容を自動でテキスト化したり、翻訳

したりすることが可能となっている。また、日本国内

のメディアサーバーを利用しているため、通話データ

が海外のサーバーを経由することはなく、また、第三

者が勝手に参加したり、会話を聞いたりできないよう

な対策を行っている。 

 本サービスの開発にあたっては、アジャイル開発に

より随時機能の追加や改善を続け、本サービスを進化

させることによって、リモートワークにおけるコミュ

ニケーションや生産性をオフィスワークと同等あるい

はそれ以上に高めていくことを目指す。 

 加えて、セキュリティ対策を最優先で実施していく。

NTT コミュニケーションズだけでなく、NTT セキュア

プラットフォーム研究所、NTT セキュリティおよび

WhiteHat Security など NTT グループの技術を結集し、

堅牢なシステム上で提供する。 

 

 製品・サービス動向-海外         

■Zoom 社：Poly 製品をバンドルしたハード

ウェアサブスクリプションサービス（HaaS）

を開始 
（Zoom Blogs：8 月 7 日） 

 Zoom 社（https://zoom.us/）（米国・カリフォルニ

ア州）は、Poly 製品をバンドルしたハードウェアサブ

スクリプションサービス（HaaS：Hardware as a Service）

の提供を開始した。 

 Zoom 社が提供する HaaS は、同社の「Zoom Rooms」

などのサービスと端末メーカーの製品（今回の場合は

Poly）を組み合わせて月額費用のソリューションとし

て提供するもの。購入申込もメンテナンスなども全て

一括して Zoom 社で受け付ける。 

 Zoom Rooms向けのPoly ソリューションでは、Zoom  

Rooms 端末としてすでに認証されているオールイン 

ワンビデオバーである、ハドルルーム向け「Studio X30」 

、中規模会議室向け「Studio X50」。そしてオプショ 

ンで、Poly Studio X ファミリーおよび G7500 用の 

タッチインターフェイスである「TC8」も提供し、 

TC8 から簡単な操作で Zoom Room 会議を開始するこ 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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とができるようになる。 

 

Poly 製品をバンドルした Zoom ハードウェアサブスクリプ

ションサービス（Zoom 社） 

 また、Zoom Phone 向けにも Poly ソリューションを 

提供する。提供する端末は、ビジネス用 IP デスクトッ 

プ電話機「Poly VVX250」「Poly VVX350」「Poly  

VVX450」に加え、会議室向けの電話会議用端末「Trio  

8500」になる。これらはすでに Zoom 認証を受けた端 

末となっている。 

Zoom と Poly の両社の“ジョイントソリューション” 

の特徴はシームレスでフリクションレスのコミュニ

ケーションを実現するところ。今後も両社が協力して

変化する顧客のニーズに対応していくとしている。 

 

 ビジネス動向-国内            

■ガートナージャパン：Web 会議ソリュー

ションの利用に際する留意点を発表 
（7 月 30 日） 

 ガ ー ト ナ ー ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.gartner.com/jp）（東京都港区）は、企

業が Web 会議ソリューションを利用するに当たり直

面している課題について発表した。 

 2020 年 1 月にガートナーが国内企業を対象に実施

した調査では、すでに多くの企業が Web 会議ソリュー

ションを採用していたものの、「ほとんどすべての従

業員が利用している」と回答した企業の割合は 20%程

度だった。 

 しかし、3 月以降、新型コロナウイルス拡大防止に

向けた対応の一環として、多くの企業で在宅勤務を実

施したり、不要不急の外出を控えたりするなどの動き

が広がった。これに伴い、Web 会議ソリューションは、

急速に進んだ外出制限をカバーするツールとして利用

が爆発的に膨らんだが、同時にさまざまな課題も表面

化している。 

それに伴い、同社には、Web 会議ソリューションの

音声や映像の品質、製品/サービス（ツール）の選定方

法、また、Web 会議ソリューションを利用する際のセ

キュリティ対策など多くの相談が寄せられているとい

う。加えて、これまで想定していた以上のさまざまな

用途に期待が集まっていることから、社外向けセミ

ナー、株主総会、営業やフィールドワークなどへ Web

会議ソリューションが適用できないかについても問い

合わせを受けているという。 

留意点や取るべき対策などについては、一部プレス

リ リ ー ス

（ https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-

releases/pr-20200730）にも掲載されているが、ガー

トナー・レポート「Web 会議ソリューションの利用に

おいて何を考慮すべきか」(INF-20-99)に詳細が報告さ

れている。同レポートは同社サービスの利用者向けに

提供している。なお、4 月 24 日、同社からプレスリ

リースとして「ガートナー、テレワークのセキュリティ

の解決策を発表」も発表されている。 

 ガートナーは、世界有数のリサーチ＆アドバイザリ

企業。ビジネスリーダーが今日のミッションクリティ

カルなビジネス課題の解決を実現し、将来にわたって

成功する組織を築くために欠かせない知見、アドバイ

ス 、 ツ ー ル を 提 供 し て い る

（https://www.gartner.com/jp/products）。また、同社

のリサーチは、エキスパート主導かつ、実務担当者か

らの情報に基づき、データを重視したもので、この比

https://www.gartner.com/jp
https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-releases/pr-20200730
https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-releases/pr-20200730
https://www.gartner.com/jp/products
https://www.gartner.com/jp
https://www.gartner.com/jp/products
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類なきサービスにより、顧客が重要な課題に対して正

しい判断を下せるよう導く。業界や企業規模を問わず、

ほとんど全ての職務領域にわたり、ガートナーは信頼

されるアドバイザーならびに客観性を備えたリソース

として、世界 100 カ国以上、1 万 4,000 社の超える企

業に支持されている。 

 

 ビジネス動向-海外            

■Zoi Meet 社：独自の音声技術と AI 音声ア

シスタントでシードラウンドの資金調達を

完了 
（8 月 11 日） 

 Zoi Meet 社（https://www.zoimeet.com/）（オラン

ダ・ロッテルダム）は、Chimera Investment 社（アブ

ダビ）が主導したシードラウンドの資金調達を完了し

たと発表。 

 Zoi Meet は、Google や Amazon などの標準的な音

声エンジンの精度を上回る独自の音声技術を開発して

いる、AI と音声技術のスタートアップ企業。たとえば、

業界に関連した用語や組織固有の用語をカスタマイズ

して構築することも可能。加えて、高いレベルのプラ

イバシーとセキュリティを提供している。 

同社の音声技術は、営業会議やセールスコールなど

の音声ファイルをキャプチャーし、処理し、分析する

ためのインテリジェントな AI アシスタント機能に特

徴がある。「Microsoft Teams」や「Zoom」などプラッ

トフォームと連携し、自動メモ取り、ライブトランス

クリプション、会議後のフォローアップを提供するこ

ともできる。 

 同社は、人々が行う対話から抽出できるデータには

価値が大いにあると見る。Zoi Meet が提供する仕組み

は、そういった会話データを収集・記録し、構造化さ

れた情報に処理し、ユーザーが分析できる形で提供す

るもの。業務の効率化や生産性の向上に資するとして

いる。 

Zoi Meet は、Kevin Oranje 氏（CEO）と Nick Yap 氏

（CTO）によって 2019 年設立。TechStarts、Plug and 

Play Japan や Microsoft for Startups、T-Mobile 5G ア

クセラレーションプログラムなどスタートアップ向け

プログラムで高い評価を受けている。Zoi Meet は、ベ

ライゾン 5G ラボ、Vuzix とパートナーを組み、言語転

写（音声→言葉）のための拡張現実（AR）ソリューショ

ンを立ち上げ、現在は、ユニファイドコミュニケーショ

ン分野で世界的に有名な企業と新たな戦略的パート

ナーシップに取り組んでいる。 

 そういった中、今回の資金は、同社独自の音声技術

と AI 音声アシスタントをさらに進化させ、Zoi Meet の

事業と顧客の拡大を目指す。と同時に、ディープラー

ニングへの研究開発投資も行えるとしている。 

  

 導入利用動向-国内            

■ブイキューブ：芳賀地区広域行政事務組合

消防本部（栃木県）の消防指令システムに

「緊急対策ソリューション」を提供 
（8 月 5 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部（栃

木県）が、同本部の消防指令システムに、オペレーショ

ンテーブル「V-CUBE Board」と拠点間情報共有システ

ム「V-CUBE コラボレーション」による「緊急対策ソ

リューション」を採用したと発表。 

 芳賀地区広域行政事務組合は、栃木県南東部に位置

する真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町の 5 つ

の自治体を管轄している。以前の消防指令システムで

は、現場・警防本部・各市町災害対策本部間の情報共

有が無線主体となっていたため、より迅速で正確な災

害情報を得るため、認識齟齬の生まれにくい、映像に

よる情報共有を目指していた。また、今後予測される

https://www.zoimeet.com/
https://jp.vcube.com/
https://www.zoimeet.com/
https://jp.vcube.com/
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広域災害への対応も視野に、従来のシステムでは困難

であった、複数拠点において遅延なく、情報共有・共

通認識を持てる仕組みを実現したいと考えていた。 

 
芳賀地区広域行政事務組合に設置された「緊急対策ソリュー

ション」（ブイキューブ） 

 今回採用された V-CUBE Board と V-CUBE コラボ

レーションを組み合わせた緊急対策ソリューションで

は、65 インチの大型ディスプレイをベースとしたタッ

チパネル式テーブルで、車載カメラ・スマートフォン・

タブレット・ウエアラブルカメラ・ドローンといった

各デバイスから共有される現場の映像を集約し、周辺

地図と照合して判断、現場支援をスムーズに行うこと

が可能となっている。芳賀地区広域行政事務組合では、

新消防指令システム運用開始に伴い、火災救助業務を

はじめとしてこれらの緊急対策ソリューションを活用

しており、直感的に操作できると評価されている。 

 ブイキューブは、今回の導入事例を好例と考えてお

り、今後も緊急対策ソリューションの拡充を進め、各

都道府県、各市区町村の緊急対策分野へ独自性のある

ソリューションとして展開していく。日本政府が「3 か

年緊急対策」を打ち出し、取り組み強化を進める国土

強靱化にも、災害時の情報共有の支えとなるよう貢献

していくとしている。 

 なお、V-CUBE コラボレーションは、遠隔現場監督・

作業支援システムとして国土交通省新技術情報提供サ

イト「NETIS」に登録されている。自治体での導入は、

都道府県クラスから政令指定都市、広域行政事務組合

へと裾野が広がっている。 

  

 

 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

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/ 

 

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/zoom/
https://pages.get.lifesize.com/remote-work-with-lifesize/
https://interview-maker.jp/
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/smeeting/
https://www.rsupport.com/ja-jp/
https://www.dialpad.co.jp/
https://jp.aver.com/
https://jp.vcube.com/
https://bell-face.com/
https://www.princeton.co.jp/news/2020/03/202003101100.html
https://www.aiotcloud.co.jp/
https://polyglot-link.co.jp/
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■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/ 

＊8 月 15 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。 

 

  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～9 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 

 
■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://ginga-sys.jp/
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex90days.html
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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/
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■【国内初！ Zoom×DTEN 】 会議室での Zoom 利用を 

加速させる DTEN ME（27 インチモデル） 徹底解説ウェブ

セミナー ～DTEN 社エキスパートによるデモを実施～ 

日時：8 月 25 日（火）/ 28 日（金）12:00～13:00 

*両日とも同内容となっています。 

会場：Zoom ビデオウェビナー 

共催：日商エレクトロニクス株式会社、DTEN, INC. 

詳細・申込：https://www.nissho-

ele.co.jp/event/zoom_webinar_dtenme_202008/index.html 

 
■【Web セミナー】Zoom 導入検討者必見！ Zoom「即」

導入セミナー 

日時：9 月 3 日（木）13:00～14:00 

会場：オンラインセミナー 

主催：株式会社ブイキューブ 

詳細・申込：

https://www.keyman.or.jp/seminar/50079916 

 

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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