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 製品・サービス動向-国内            

■Lifesize 社：ビデオ会議事業加速へ、今年

に入り買収や製品・サービスの強化を次々

と発表 
 （オンライン取材：8 月 25 日） 

 ライフサイズ社（https://www.lifesize.com/ja）は、

日本国内で、昨年 8 月、4K ビデオ会議システムや無料

のクラウドサービス「Lifesize Go」などを発表し、

Amazon AWS を採用した「Lifesize Cloud」を軸としつ

つ、あらゆる会議スペースのためのビデオソリュー

ションを提供するという方向性を打ち出した。 

 それを受けて、今年に入り Lifesize の事業をさらに

加速する方向で、この半年間で、同社からは 2 件の買

収、製品・サービス機能の強化などの複数の発表があっ

た。コロナに影響受けた企業全てに 6 ヶ月無償サービ

スを提供する（3 月 12 日発表）などもあり、かなり積

極的な攻勢をかけている。「今年から来年にかけて当

社からさまざまな発表がある予定だ。」（ライフサイ

ズジャパン） 

 今回の記事ではそれら主要な発表についてそれぞれ

のポイントを整理したい。 

 

Serenova 社買収－カンファレンスからコンタクトセ

ンターへ事業領域拡大 

 

 3 月 10 日、Lifesize 社は、コンタクトセンター・ア

ズ・ア・サービス（CCaaS）のリーディングプロバイダー

である Serenova（セレノバ）社の買収を発表。 

 これにより、世界に 1 万の企業ユーザを持つ、コン

タクトセンターソリューションとビデオ会議ソリュー 

 

 

 

ションの両方を提供する事業会社が誕生したことにな

る。これは昨今のユニファイドコミュニケーション領

域において、コンタクトセンターとビデオ会議のそれ

ぞれの領域が、ビデオを軸に融合してきている動きが

あり、Lifesize 社は戦略的にもそのその方向に舵を切る

形になる。 

当面両社はそれぞれこれまでどおりの事業を継続す

るが、将来的には両社の持つ技術の融合や新製品の投

入を計画している。 

 今回の買収を実現させたのは、両社の出資会社であ

る Marlin Equity Partners 社。67 億ドルを運用する投

資ファンド。今後の Lifesize 社の戦略的な方向性に大

きな影響力を持ち、合併後の事業の成長を継続的に投

資・支援していくようだ。 

 なお、この新会社の CEO には、Lifesize 社 CEO Craig 

Malloy 氏が就任。また、Serenova 社 CEO John Lynch

氏は主要なグローバルユーザ企業を含めた販売担当上

級副社長に就任した。また、6 月 18 日には、両社の事

業を Lifesize ブランドで運営すると発表し、Josh 

Kivenko 氏 を 最 高 マ ー ケ テ ィ ン グ 責 任 者 、 Rick 

Froehlich 氏を最高収益責任者にそれぞれ任命した。グ

ローバル市場への進出戦略と実行を共同で指揮する。 

 

Kaptivo 社買収―遠隔会議における満たされていない

ニーズに対応 

 

8 月 20 日、Lifesize 社は、デジタルコラボレーショ

ンソリューションの Kaptivo 社の買収を発表。Lifesize

社は、今後、企業におけるデジタルホワイトボードの

https://www.lifesize.com/ja
https://www.lifesize.com/ja
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利用意向は強いと期待している。 

 Kaptivo 社は、視覚的コラボレーションのためのコン

ピュータビジョン・画像処理・人工知能の各領域にお

いてパイオニアであり、リモートでのブレーンストー

ミング・教育・コンテンツ作成などをより効果的にか

つ生産的にするソリューションを開発している。 

遠隔会議向けとしては具体的には、従来のホワイト

ボードを映像としてキャプチャーしビデオ会議におい

て共有することを可能にするものになる。Kaptivo の製

品は、遠隔会議における満たされていないニーズに着

目し、ホワイトボードの影や反射、ホワイトボードの

前にいる人を排除する高度な画像処理ソフトウエアに

強みがあり、今回の買収により、クラウドベースのビ

デオ会議と組み合わせたソリューションへ進化するこ

とになる。 

今後、Lifesize アプリへの Kaptivo 機能の搭載も予定

されているという。 

 

エンドツーエンド暗号化強化 

 

 6 月 4 日、Lifesize 社はすべてのグループ通話とポ

イントツーポイントビデオ会議の通話を包括的にエン

ドツーエンド暗号化（E2EE）することを発表した。E2EE

の世界展開については 2020 年第三四半期に順次行わ

れる予定で、昨年発売された 4K ビデオ会議システム

をはじめ、デスクトップ・モバイル・Web アプリケー

ション各種の Lifesize 全て製品が対応することになる。 

「ビデオ会議自体は ISDN 時代から今日の IP 時代に

おいても暗号化は提供されてきたが、今回、改めて暗

号化を包括的に強化することを公に発表することで、

昨今ユーザの間で懸案となっているセキュリティへの

不安を払拭する狙いがある。」（ライフサイズジャパ

ン） 

 Lifesize E2EE がリリースされると、Lifesize のサブ

スクリプションと無料プランにおいて、会議参加者間

で安全に共有される“鍵”により音声と映像をエンド

ツーエンドで暗号化できるようになる。 

この音声と映像は各参加者から暗号化され、転送中

も Lifesize サーバー上でも暗号化されたままで、鍵を

持っているクライアントでのみ復号化できるように

なっている。加えて、Lifesize 社では、ユーザが独自の

暗号化キーを管理するオプションも提供する。 

 なお、E2EE を適用すると、会議の録音、PSTN 通話

の参加者、サードパーティ製のビデオ会議デバイスの

サポートは自動的に無効になる形になるが、通話につ

いては Lifesize 社側からユーザの暗号化された内容を

勝手に復号化できない仕組みとなっている。 

 「某ユーザが独自で実施した暗号化試験では、当社

の方式がもっとも評価が高い結果となった。」（ライ

フサイズジャパン） 

  

Alexa インテグレーション 

 

 6 月 9 日、Lifesize 社は、Amazon Web Services(AWS)

のインテリジェントアシスタント「Alexa for Business」

とのインテグレーションを発表した。 

 Lifesize Iconビデオ会議システム（Lifesize Phone HD

を使用。」で Alexa の音声コマンドを使用して、ビデ

オ会議の予約や参加を行ったり、相手先にコールした

り、あるいは、ビデオ会議が行われる会社の会議室の

ライトのオン・オフやシェードの上げ下げなどをタッ

チレスで制御することが可能になる。 

 また、パソコンのカレンダーソフトと連携し、空室

状況の確認、会議室の管理と予約、未使用の会議室の

自動開放といった操作が行えるとともに、アナリティ

クス機能を使い、Alexa for Business ダッシュボード上

で会議室利用状況の分析といったことも行える。 

 さらに、ゲストの Wifi パスワードの提供から、IT に

連絡して問題を即座に解決するバーチャルヘルプデス

クなど「カスタム Alexa スキル」を作成することにも
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対応している。 

 実際に使用する場合は、Lifesize のクラウド契約のほ

か Alexa for Business の契約も必要になる。契約には

90 日間の試用期間も付帯する。 

 「Lifesize 社は Alexa for Business に今回対応し、当

社の端末から Alexa 音声コマンドを使用することは可

能だが、英語のみとなっている。Alexa の仕様に影響さ

れるためだ。日本語化は需要に応じて対応を検討した

い。」（ライフサイズジャパン） 

  

Microsoft Teams 接続の拡張 

 

 昨年発表された Lifesize Icon ビデオ会議システム

の 4K シリーズ端末において、「Microsoft Teams」ビ

デオ会議ならびに他社クラウドビデオ会議サービスと

の接続性を拡張したことを 6 月 30 日発表した。 

 このサポートの強化により、ユーザは、Lifesize ビデ

オ会議システムの 4K 映像と音声の品質を活かして、

Microsoft Teams」「Google Meet」「Cisco Webex」

「BlueJeans」「Zoom」といった、さまざまなクラウド

ビデオ会議サービスに簡単かつ柔軟に接続（SIP／

H.323 接続）することが可能になる。 

 

CxEngage Video 発売 

 

 Lifesize 社は、Serenova 社との合併による第一弾の

製品、クラウドコンタクトセンター向けの新しいネイ

ティブ・ビデオ・ソリューション「CxEngage Video」

の発表を 7 月 22 日に行った。 

 CxEngage Video は、コンタクトセンターのエージェ

ントが、電話・電子メール・チャット・SMS・ソーシャ

ルメディアなど、あらゆるサポートチャネルから、単

一のインターフェイスを使用して、WebRTC ビデオ

ベースの会話を迅速に開始できるようになるソリュー

ション。セキュリティにより保護された映像による会

話だけでなく文書や画面共有も行える。 

企業は遠隔医療から技術サポート、財務アドバイザ

リーまで、付加価値の高いリモートサービスを提供で

きるようになるとしている。 

  

Citrix 認定取得 

 

 Lifesize 社のビデオ会議サービスおよびアプリケー

ションが「Citrix Ready」として認定されたと 7 月 8 日

発表した。 

 「Citrix Virtual Apps and Desktop」および「Citrix 

Gateway」との互換性を確保するための厳格な検証プ

ロセスを完了し、Lifesize 社のビデオ会議サービスおよ

びアプリケーションが Citrix 環境でもシームレスに運

用できるようになった。また、Citrix Ready Marketplace

において 3 万件以上の Citrix Ready 製品の情報が提供

されており、Lifesize ユーザは、Citrix 環境を強化でき

る補完的な製品やソリューションを簡単に特定するこ

とも可能になる。 

 

■アイリスオーヤマ：パーソナルワーキング

ブース「WeBooth」を発売 
（PRTIMES：7 月 28 日） 

 ア イ リ ス オ ー ヤ マ 株 式 会 社

（https://www.irisohyama.co.jp/）（宮城県仙台市）は、

オフィス内でプライベート空間を確保しながら多様な

働き方に対応できるパーソナルワーキングブース

「WeBooth」を 8 月 1 日より発売する。 

 新型コロナウイルス感染症によって、短縮勤務やテ

レワーク、Web 会議や Web 商談などが定着しつつあ

るが、従来の応接室や会議室では、このような新たな

ビジネス様式に対応できないという課題が出てきてい

る。 

 そこで今回発売する WeBooth は、内装工事が不要な

ユニット式を採用し、大がかりな工事が不要で、たと

https://www.irisohyama.co.jp/
https://www.irisohyama.co.jp/
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えば、ひとり用ブースを 3 名で作業した場合最短半日

で施工できる。アイリスグループによる設計から電気

工事までの全ての工程に対応できる。 

 

WeBooth（ウィ・ブース）（アイリスオオヤマ） 

 また、ブースの大きさは使用用途や人数に合わせて 

カスタマイズでき、1 人で業務に集中したい、周囲を 

気にせず Web 商談したいといったさまざまな利用

ニーズやシーンに対応できるようになっている。加え

て、アイリスグループが提供する机やイスなどのオ

フィス家具、デスクライトや空気清浄機などの家電、

各種備品も同時に設置できる。 

 

 
   組み立て例と備品例（アイリスオーヤマ） 

 WeBooth の材質は、パネル部分がスチール／アルミ。

透明部はガラスとなっている。大きさは、W986 x 

D986 x H2100mm。内寸は W900 x D900mm。オプ

ションとして拡張パーツと連結パーツも用意している。 

 

※組み立て例における写真の机と椅子は別売りとなっ

ている。 

■アマゾンジャパン：コミュニケーション

サービス「Amazon Chime」が、会議室など

の周りの環境音などを低減する「Amazon 

Voice Focus」を導入 
（AWS の最新情報：8 月 20 日） 

 ア マ ゾ ン ジ ャ パ ン 合 同 会 社

（https://aws.amazon.com/jp/new/）（東京都目黒区）

は、同社が提供する統合されたコミュニケーション

サービス「Amazon Chime」が、会議室などの周りの環

境音などを低減する「Amazon Voice Focus」を導入し

たと発表。 

 Amazon Chime は、ビデオ会議、オンライン会議、

通話、チャットなどが行えるセキュアなリアルタイム

のコミュニケーションサービス。 

 Amazon Voice Focus は、事前トレーニング済みの機

械学習をしようして一定のノイズを抑制する。たとえ

ば、風、ファン、流水などの環境騒音、芝刈り機や犬

の吠え声などのバックグラウンドノイズ、キーボード

のタイピングや紙のかさかさ音などのフォアグラウン

ドノイズを低減する仕組みになっている。 

 これにより、ユーザは専用の職場にいるのと同様の

エクスペリエンスを得て、リモートで、あるいは外出

先で仕事ができるようになるという。 

 今回発表された機能は、Amazon Chime Windows お

よび MacOS クライアントを使用する会議出席者が利

用できるようになった。新機能を試してみるには、ダ

ウンロードして、Amazon Chime の 30 日間の無料ト

ライアルにサインナップする必要がある。 

※Amazon Chime：

https://aws.amazon.com/jp/chime/getting-started/ 

※Amazon Voice Focuss 詳細について: 

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-

new/2020/08/amazon-chime-introduces-amazon-

voice-focus-for-noise-suppression/ 

https://aws.amazon.com/jp/new/
https://aws.amazon.com/jp/chime/getting-started/
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/08/amazon-chime-introduces-amazon-voice-focus-for-noise-suppression/
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/08/amazon-chime-introduces-amazon-voice-focus-for-noise-suppression/
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/08/amazon-chime-introduces-amazon-voice-focus-for-noise-suppression/
https://aws.amazon.com/jp/new/
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■資生堂：「Snap Camera」で最新メイクが

楽しめる AR フィルターを 8 月 21 日より

提供開始 
（8 月 21 日） 

株式会社資生堂（https://www.shiseido.co.jp/）（東

京都港区）は、「Snap Camera」で最新メイクが楽しめ

るフィルター「マキアージュメイク AR フィルター」

を 8 月 21 日より提供開始する。 

 

左：フィルター加工なし 右：フィルター加工あり（プレイ

フルフェミニンメイクパターン）（資生堂） 

 マキアージュメイク AR フィルターは、8 月 21 日

限定発売の「マキアージュ ドラマティックスタイリ

ングアイズ」を含む 4 パターンあり、スナップチャッ

ト社の「Snap Camera」の AR 技術を利用し、モニター

上でメイクアイテムの塗布感や色・質感を再現する資

生堂のノウハウを活かしたフィルター。 

 使用にあたっては、スナップチャット社のアプリ

Snap Camera をダウンロードした上で、PC の「Skype」

「Google Hangouts」「Microsoft Teams」「Zoom」な

どのオンライン会議ツールで利用できる。また Snap 

Camera 内に開設した「TeleBeauty」アカウント内で提

供され、マキアージュの 4 つのメイクパターンをモニ

ター上の自分の顔で楽しめる。 

 資 生 堂 の 美 容 総 合 サ イ ト  ワ タ シ プ ラ ス 内

TeleBeauty 特設サイトでは、4 つのメイクパターンの

詳細を紹介し、気に入った商品は資生堂の EC サイト

でも購入することができるようになっている。 

 

マキアージュメイク AR フィルターで楽しめる 4 パターン

（資生堂） 

 なお、資生堂は、2016 年、モニター上でメイクを楽

しむ自動メイクアプリ TeleBeauty の試験運用をした

経緯がある（現在は運用終了）。今回は、昨今のコロ

ナ禍によるオンライン上のフェイスツーフェイスコ

ミュニケーションの機会拡大と、通信環境の改善、オー

プンリソースが活用できる環境を踏まえ、株式会社博

報堂ケトル（https://www.kettle.co.jp/）（東京都港区）

協力のもと、2020 年版の TeleBeauty を開発した。 

今後は、昨今のオンライン上でのコミュニケーショ

ンが定着化していることを背景に、他ブランドでの AR

フィルターの展開も視野に入れ、顧客接点の拡大を目

指す。 

 

■シスコシステムズ：新機能、新しいインター

フェイス、品質・セキュリティ向上、既存

機能の改善など多岐にわたるアップデート

を発表 
 （8 月 24 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、同社が提供する「Cisco Webex Meetings」

について、よりわかりやすいインターフェイスのほか、

仮想背景、ビデオブレイクアウトなどの新機能、セキュ

https://www.shiseido.co.jp/
https://www.kettle.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.shiseido.co.jp/
https://www.kettle.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
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リティや品質の向上（WBS 40.8 および WBS 40.9）な

どのアップデートが実施された。それにあわせて、そ

れらのポイントを同社ブログ（Cisco Webex Meetings 

2020 夏のアップデート）にて解説した。 

 アップデートは、新機能、新しいインターフェイス、

品質・セキュリティ向上、既存機能の改善に関連し、

14 項目に渡る。 

 

新機能 

（1）仮想背景カスタマイズ可能：WBS40.8 において、

Windows および Mac のデスクトップアプリでも仮想

背景をカスタマイズできるようになった。また、

WBS40.9 では、プリセットで提供される仮想背景が 3

つから 9 つに増えた。 

（2）ビデオブレイクアウトセッション：WBS40.9 以

降、Webex Meetings でブレイクアウトセッションを

実行できるようになる。制限時間やカウントダウンの

設定が可能。ただし、ビデオ会議デバイスや Webex 

Teams からの参加者はブレイクアウトセッションを利

用できないという。加えて、録画、高フレームレート

での資料共有、エンドツーエンド暗号化などの機能も

利用できないという。 

（3）ミュージックモード：WBS 40.8 で追加された

ミュージックモードを ON にすることで音楽を高い品

質で参加者に届けることができるようになる。 

（4）プッシュトゥートーク：WBS 40.8 で追加さた機

能。スペースキーを押している間だけ、一時的にミュー

トを解除できるもの。挨拶やちょっとした返答に使え

る。 

 

新しいインターフェイス 

 （1）わかりやすいインターフェイス：WBS40.9 か

ら、Webex Meetings および Webex Events の操作が

より直感的でわかりやすくなる。初めての人にもわか

りやすくなった。 

参加時のプレビューウィンドウをより大きくさせ、

会議中の操作パネルを常に画面下部に表示されるよう

にした。これまでアイコンだけだったボタンにラベル

も追加され、「参加者」や「チャット」などのパネルも

右下のボタンから簡単に立ち上げることができる。ま

た、マイク／スピーカー／カメラの設定をしたい場合、

ミュートやカメラボタン右側のドロップダウンからす

ぐにアクセスできるようになった。 

 （2）グリッドビュー がデフォルトに：Webex 

Meetings では、WBS 以降、参加者がタイル状に表示さ

れる「グリットビュー」がデフォルトのレイアウトに

なった。参加者が自由にレイアウトを変更できるし、

管理者がデフォルトの設定を変更することも可能。 

 （3）ビデオ OFF 参加者の非表示：ビデオ会議中に

映像を OFF にしている参加者がいる場合、その参加者

を非表示にすることが可能（WBS 40.8）。 

 （4）セルフビューと参加者を並べて表示：セルフ

ビューは他の参加者と並列で表示することも可能に

なった。デスクトップアプリの場合、これまでは右下

に小さく表示されていた。 

 

品質・セキュリティ向上 

 （1）暗号強度の向上：WBS 40.8 において、Webex 

Meetings で利用する暗号化方式がさらに高度な「AES-

256-GCM」に変更された。これまで以上に安心して

Cisco Webex を利用できるという。 

 （2）ビデオ品質の向上：会議参加者が解像度の低い

映像（360p 以下）を受信した場合でも、以前よりクリ

アに表示することが可能になった。これは参加者側の

メディアエンジンの処理（デコード）を改良したこと

によるもの。Mac では WBS 40.7 にてすでに実装済だ

が、WBS 40.9 で Windows にも実装される。 

 （3）会議のロビー機能とロック機能の強化：ロビー

機能は、WBS40.9 以降は、これまでのパーソナル会議

室に加えて、スケジュール会議でも有効化することが



CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               7/13                       Vol.22 No.16 August 31 2020 
 

 

できるようになった。同時に、ロック機能も、同様に、

スケジュール会議で利用することが可能になった。い

ずれの機能も、管理者（サイト全体）と主催者（各会

議）でそれぞれ設定ができる。 

 

既存機能の改善 

 （1）グリッドビューで録画：Webex Meetings と

Webex Events では、録画のレイアウトを選択すること

ができるが、WBS 40.9 以降はグリットビューレイア

ウトで録画することが可能となる。 

 （2）共同主催者の設定：会議主催者は、他の参加者

を「共同主催者（Cohost）に指定することができるよ

うになった。参加者全員ミュートやロビーにいる参加

者の入室許可など主催者レベルの権限を持つ。共同主

催者は会議中もしくはスケジュール時に指定すること

ができ、人数制限はない。 

（3）Webex Meetings 用クラッシックビューの終了：

Cisco Webex の主催者用サイトには、これまでモダン

ビューとクラシックビューが共存していたが、WBS 

40.9 において Webex Meetings 用のクラシックビュー

が終了し、モダンビューのみとなる。ただし、Webex 

Events や Webex Training はクラシックビューで利用

できる。 

 

■シスコ：ホスティッド型プライベートクラ

ウド「Cisco UCM Cloud」を提供開始 
（8 月 26 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、働き方改革を推進するコラボレーションソ

リューションのポートフォリオを拡充し、ホスティッ

ド型プライベートクラウド「Cisco UCM Cloud」を提供

開始する。 

 シスコシステムズは 2019 年 10 月より、パブリッ

ククラウド コーリングサービス「Cisco Webex Calling」 

をサービスプロバイダーを通じて提供しており、包括

的な PBX 機能、クラウドへの移行のための段階的なア

プローチ、モバイルデバイスでの接続、クラウドベー

スのシンプルな電話システム管理を実現してきた。 

 今回発表された Cisco UCM Cloud は、従来オンプレ

ミスで提供していた「Cisco Unified Communications 

Manager（CUCM）」をシスコの Webex データセンター

で運用・ホストし、顧客ごとに個別環境で提供するサー

ビス。 

 CUCM をすでに導入している顧客は、同じ機能をク

ラウド環境で利用できるため、音声・ビデオ通話・メッ

セージング・モバイルなど、オフィスと同じ環境での

コミュニケーションがどこからでも可能になる。その

際の IP フォンやゲートウェイ機器の流用も容易とい

う。また、クラウド移行により、常に UCM の最新機能

が提供される形になる。 

さらに、Cisco UCM Cloud と Cisco Webex Calling の

ハイブリット利用のほか、Cisco Webex デバイスや

Cisco Webex Teams アプリケーションの利用も可能と

なっている。 

 Cisco UCM Cloud は、Webex Edge Connect や SD-

WAN など専用線でクラウドに接続するため、これまで

はセキュリティの問題から、リモートで電話業務がで

きなかった顧客にとって利用価値がある。加えて、会

社の電話を利用するためだけに出社しなくてはいけな

いといった問題からも解放されるという。 

 今回の発表で、Cisco UCM Cloud が加わることで、

小規模から大規模の企業ユーザに対し、よりシンプル

な管理、短期間の導入が可能な Webex Calling サービ

ス、そして、業務アプリケーションと電話システムの

連携が柔軟な Cisco UCM Cloud と、あらゆる要件の企

業ユーザにクラウドコーリングサービスの提供が可能

になった。 

 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
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■SmartMeeting：会議の準備から議事録作成、

会議の可視化・分析、日程調整までサポー

ト す る 、 日 本 初 の 会 議 改 善 ク ラ ウ ド

「SmartMeeting」正式リリース、事前登録

500 社突破 
（PRTIMES：8 月 26 日） 

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

meeting.jp/）（東京都港区）は、Web 会議やチャット

ツ ー ル と 連 携 可 能 な 、 会 議 改 善 ク ラ ウ ド

「SmartMeeting」を発表した。 

 

SmartMeeting イメージ（SmartMeeting） 

  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の「会議の

新しい形」を提唱するもの。Zoom、Microsoft Teams、

Slack といった Web 会議やチャットツールとの連携に

より会議の自動化や可視化などが行える。 

 SmartMeeting の主な特徴は、以下の通り。（1）会

議目的、アジェンダ、役割など会議の事前準備をサポー

トする。（2）文字越こしにより議事録の自動作成を行

う。（3）議事録・決定事項の一覧表示が行える。（3）

会議中の参加者の発言の偏りなど発言の可視化・分析

を行うことができる。（4）会議全体にかけている人件

費・時間を個人・部署・会社全体それぞれで一覧化す

る、会議の種別毎の可視化・分析も可能となっている。

（5）カレンダーと連携することで社内外との会議の日

程調整を自動化する。 

 SmartMeeting のクローズドβ版は 2019 年 10 月の

公開以降、500 社を超える企業の事前登録があり、そ

の中でも会議の課題が特に大きい上場企業や従業員数

の多い企業を中心に導入があったという。メリットと

しては、「新卒でも中途でも誰でも会議準備が簡単に

できるようになった」「会議の意識が上がり生産的に

なった」「効果的な会社の会議文化の醸成に役立った」

などといった声があり好評のようだ。 

 今後は、営業・マーケティング・エンジニア・デザ

イナーが使用する各種ツールとの連携やホワイトボー

ド機能の実装、社内ドキュメント管理といった生産性

を向上させる機能開発・他サービス連携に取り組んで

いくとしている。 

 SmartMeeting は、2019 年 4 月 1 日設立。働く中で

多くの人が課題を抱える「会議」をハックすることで、

企業の成長に貢献するソリューションの提供を目指す。

「日本の生産性をぶち上げる」をミッションに今後も

サービス開発を行うという。 

※SmartMeeting 機能説明ムービー 

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

 

 ビジネス動向-国内            

■Vonage 社：VR コンテンツ制作・編集・管

理ができるクラウドソフトを提供するスペ

イスリーへ Vonage Video API を提供開始、

バーチャルビデオ会議をサポート 
（BUSINESS WIRE：8 月 13 日） 

 Vonage 社（https://www.vonagebusiness.jp/）（米

国・ニュージャージー州）は、日本を拠点とする株式

会社スペイスリー（https://spacely.co.jp/）（東京都渋

谷区、Spacely）へ Vonage コミュニケーションサービ

スプラットフォーム「Vonage Video API」の提供を開

始したと発表。 

https://www.smart-meeting.jp/
https://www.smart-meeting.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_gXnCITHE
https://www.vonagebusiness.jp/
https://spacely.co.jp/
https://www.vonagebusiness.jp/
https://spacely.co.jp/
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 スペイスリーは、同社のホームページによると、360

度の写真や動画を使った高品質な VR コンテンツを、

直感的に制作・編集・管理ができるクラウドソフトを

提供している。 

 Vonage 社は、コミュニケーション API、ユニファイ

ドコミュニケーション、コンタクトセンターを軸とし

た事業を展開しているグローバルクラウドコミュニ

ケーションリーダー。 

Vonage Video API は、完全にプログラム可能で、ビ

デオ・音声・チャット・メッセージング・認証などを

既存の製品やワークフロー、システムに直接構築する

ことができる。現在、100 万人以上の登録開発者がお

り、アジア太平洋市場および世界中の先進的な企業に

提供している。 

スペイスリーのプラットフォームに組み込まれた

Vonage Video API により、顧客は 360 度の写真をアッ

プロードし、仮想現実の場所とプロパティを示す 360

度の VR コンテンツに自動的に変換することができる

ようになった。 

スペイスリーは 2016 年の開始以来、不動産会社や

住宅分野を中心に 4,000 以上のアカウントへビジネス

を展開している。同社が提供しているパノラマ VR ク

ラウドソリューションを提供することは特に物件の内

見などに不可欠となっているという。2020 年 4 月は、

問い合わせ数が 5 倍になるなど VR コンテンツやビデ

オ会議の需要が急増し、Vonage の機能により、この需

要に対応したという。 

 

■テレキューブサービス：京成船橋駅、日暮

里駅、京成幕張本郷駅の 3 駅に個室型ス

マートワークブース「テレキューブ」を設

置 
（8 月 21 日） 

 テ レ キ ュ ー ブ サ ー ビ ス 株 式 会 社

（https://telecube.jp/）（東京都千代田区）は、京成電

鉄の京成船橋駅、日暮里駅、京成幕張本郷駅に、個室

型スマートワークブース「テレキューブ」を設置、8 月

21 日より順次営業を開始する。 

 
京成電鉄の駅に設置されたテレキューブ（テレキューブ） 

 普及が進むテレワークだが、Web 会議や電話など打

ち合わせ場所、特にセキュリティを必要とする内容を

扱うことができる場所はそれほど多くない。 

 この課題解決に向け、同社は、オフィスビルや鉄道

駅など多くの方が業務上アクセスする場所を中心にテ

レワーク環境を構築するべく、個室型スマートワーク

ブースであるテレキューブの設置を進めてきた。 

現在では、東京都を中心とした関東エリアのほか、大

阪府を中心とした関西エリア、さらには東海エリアに

も展開を進め、45 カ所 71 台を営業している。今後更

に快適なテレワーク環境を社会に構築するには、より

生活に密着した場所への展開が不可欠という。 

 そ こ で 今 回 、 京 成 電 鉄 株 式 会 社

（ https://www.keisei.co.jp/ ） の 協 力 の も と 、 テ レ

キューブサービスは、京成船橋駅（1 台：8 月 21 日）、

日暮里駅（2 台：8 月 22 日）、京成幕張本郷駅（2 台：

8 月 27 日）の 3 駅にテレキューブを設置。8 月 21 日

より順次営業を開始し、鉄道駅という“生活に密着した

場”への展開を強化する。これにより、より多くの方に

自宅以外の快適なスペースを提供し、テレワークの普

及に寄与していきたいと考えている。 

 なお、ブース内は「まるごと抗菌コーティング」の

https://telecube.jp/
https://www.keisei.co.jp/
https://telecube.jp/
https://www.keisei.co.jp/
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施工、24 時間強制換気を行い、感染症対策を行うこと

で、より安全かつ快適な仕事環境を提供している。 

 

 ビジネス動向-海外            

■シスコシステムズ：ノイズ除去および音声

強調技術を開発する BabbleLabs 社買収意

向を発表、Cisco Webex へノイズ除去機能

追加 
 （8 月 27 日） 

   シ ス コ シ ス テ ム ズ 社

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

カリフォルニア州）は、ノイズ除去および音声強調技

術を開発する BabbleLabs 社（米国・カリフォルニア州）

を買収する意向を発表した。 

 現代の業務環境において、余計なバックグラウンド

ノイズが、一般的にフラストレーションをもたらす障

害のひとつとなっている。シスコは、犬の吠える声、

芝刈り機、車のクラクション音、サイレンの音など、

オンライン会議中の不要なノイズをユーザが制御でき

るよう支援するため。 

 シスコは BabbleLabs 社の買収により、Cisco Webex

ユーザに向け、コラボレーションポートフォリオ全体

にノイズ除去機能が追加することになる。 

BabbleLabs 社の製品は“セキュリティバイデザイン”

（security by design）というシスコの文化を支える厳

格なデータポリシーに対応するとともに、今回の買収

は、安全でプライベートなコラボレーションを提供す

るシスコの戦略を強化することにつながるという。 

 買収手続きについては、慣習的な取引完了条件に従

い、規制当局の承認を得た上で、シスコの 2021 会計

年度第一四半期中に完了する見通し。買収手続き完了

後、BabbleLabs チームは、Jeetu Patel 氏率いるシスコ 

セキュリティおよびアプリケーション事業の一部であ

る、シスココラボレーショングループに加わることに

なる。同グループを統括しているのは、シニアバイス

プレジデント兼ジェネラルマネージャーの Javed 

Khan 氏。 

※Cisco announces intent to acquire BabbleLabs, Inc.  

https://www.youtube.com/watch?v=2vN9VECLqZY 

 

■Poly 社：社長兼 CEO に前 TiVo 社 CEO Dave 

Shull 氏が就任 
（8 月 17 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（米国・カリフォ

ルニア州）は、9 月 8 日付けで、社長兼 CEO、および

Poly の取締役会の役員として Dave Shull 氏が任命され

たと発表した。 

 Dave Shull 氏は、2020 年 2 月から暫定 CEO を勤め

た Robert Hagerty 氏の後任として着任する。Hagerty

氏は引き続き取締役会長としての役割を果たし、指名

委員会、ガバナンス委員会および戦略委員会のメン

バーとして、また合併及び買収委員会の委員長として

の役割を再開する。Marv Tseu 氏は取締役副会長とし

ての役割を継続する。 

 Dave Shull 氏は、直近で TiVo Corporation 社の社長

兼 CEO を務め、コンシューマーハードウェアでの豊富

な 経 験 を 積 み 、 刷 新 さ れ た 企 業 の ナ ラ テ ィ ブ

（corporate narrative）と最先端のストリーミング製品

を通じて TiVo ブランドのイメージを再活性化した実

績がある。TiVo の調整 EBITDA は、2019 年第一四半

期から 2020 年第二四半期に 55%増加した。TiVo を率

いる前は The Weather Channel の CEO を務めていた。

氏はデジタルメディア、コマーシャルマーケティング、

運用および電気通信において 15 年以上のリーダー

シップの経験を持つ。 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=2vN9VECLqZY
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.poly.com/jp/ja
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 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/ 

 

■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 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。 

 

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/
https://ginga-sys.jp/
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex90days.html
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex90days.html
https://www.calling.fun/
https://meet-in.jp/
https://www.maru.jp/sokumen/
https://www.trustbank.co.jp/
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/
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  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（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 

 
■【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 

 

 

 

 

 

 

■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。 

 
■「Cisco Webex Meetings」「BlueJeans」「Zoom」各ク

ラウドサービス比較ウェビナー 

日時：①8 月 21 日（金）11：00〜11：30 ② 9 月 9 日

（水）11：00〜11：30※①と②は同じ内容。 

会場：オンライン 

主催：株式会社プリンストン 

詳細・申込：

https://www.princeton.co.jp/news/2020/08/2020080411

00.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 

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://www.keyman.or.jp/seminar/50079916
https://www.princeton.co.jp/news/2020/07/202007211100.html
https://www.princeton.co.jp/news/2020/07/202007211100.html
https://www.princeton.co.jp/news/2020/08/202008041100.html
https://www.princeton.co.jp/news/2020/08/202008041100.html
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               13/13                       Vol.22 No.16 August 31 2020 
 

 

■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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