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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.17 2020 年 9 月 15 日                                   

 

 製品・サービス動向-国内            

■ENWA：クロマキーなしで(グリーンスク

リーン無しで)Web カメラとパソコンだけ

で 効 果 的 な プ レ ゼ ン が 行 え る 米 国

Personify Inc.社のソフト「Presenter」の国

内販売権を取得、販売開始 
（メール取材：9 月 4 日） 

 ENWA 株式会社（https://www.enwa.tv/）（大阪府

大阪市）は、パソコンと Web カメラだけで本格的なプ

レゼンテーションがパソコンのデスクトップ画面上で

行えるソフトウェア「Presenter」の国内販売を始めた。

ENWA が国内販売権を取得した。 

 Presenter は、バーチャル背景を作成する際に実際の

スタジオなどでよく使用されるクロマキー（グリーン

スクリーン）を使わずに、パソコンの Web カメラの前

の人物だけを抜き取り、パソコン画面に表示されるデ

スクトップ上で手軽にプレゼンテーションを実現する

ことが可能なソフトウェア。 

Presenter イメージ（ENWA） 

背景はアニメーションを有効にしたパワーポイント 

やデスクトップ上で動作する全てのアプリケーション

を利用できるため、パソコンと Web カメラのみで“仮 

 

 

想スタジオ”をいつでもどこでも気軽に作ることがで

きる。Web 会議でのプレゼン用としても活用できる。 

 メニューバー（写真参照）があり、書き込みなど注

釈は、色や太さを変えられるペンツールで行え、書い

たものを消す機能もある。Web 会議のホワイトボード

で行える注釈用のツールに似ている機能だ。 

また、そのまま録画してプレゼンテーションを保存す

ることもできるし、あるいは、デスクトップ画面をラ

イブで配信して Web 会議に利用することもできる。さ

らにはメール添付の機能もある。 

 ソフトウェアは体験版（無料）と有料版が提供され

ている。サブスクリプションもしくは購入から選べる。

ソフトウェアは、Personify のホームページ（日本語）

（https://personifyinc.com/）でユーザ登録を行い、パ

ソコンへダウンロード、インストールするとすぐに使

えるようになっている。アイコンがデスクトップ上に

作成されるため、アイコンをクリックし Presenter を

起動すれば、“プレゼンテーション”が始まる。 

 先述のメニューバーの

上の方をクリックすると

設定画面（写真左）が表示

されるようになっている。

設定画面では、人物映像の

サイズや位置などの変更、

ミラーリング、背景表示、

記録などの各種設定が行

えるようになっている。 

 「パソコンと Web カメラだけでスタジオで撮影する

VR 動画と同じ経験を作り出せる。」（ENWA） 

ENWA によると、営業、トレーニング、オンライン

https://www.enwa.tv/
https://personifyinc.com/
https://www.enwa.tv/
https://personifyinc.com/
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教育、マーケティング、社内ミーティング、顧客サー

ビスなどプレゼンテーションが要求される場面での利

用を想定している。 

 「研究機関や企業、教育機関、あるいは税理士や弁

護士といった専門家など、コストをかけずに効果的な

プレゼンテーションを行えるツールを検討している

方々全てに、気軽に環境を作ってスタジオを利用した

レベルのプレゼンができることを提案したい。」

（ENWA） 

 ENWA がこの製品と出会ったのは TOMMS というテ

レビ会議システムに Personify の技術が使われていた

7 年前。その当時は、2D カメラでは実現できなかった

という。3D カメラのみだったが、人物映像を切り出し

てテレビ会議に参加できたそうだ。その後、AI 技術を

取り入れて 2D カメラ（つまり、今の Web カメラなど）

でも人物映像を切り出せるようになった。 

Presenter は、Windows PC と Mac OS に対応してい

る。推奨 CPU については、インテル 6 世代 i5 クワッ

ドコア、あるいは同 4 世代 i7 クワッドコア以上に加

え、一時的な保存のため HDD 空き容量 100GB が必要

だ。カメラについては市販の 2D もしくは 3D カメラ

が使える。 

 「人物映像を切り出すだけであれば、Zoom などでも

実現している。しかし、Presenter は切り出した人物映

像をパソコンのデスクトップにそのまま合成すること

で、パソコンが利用できるアプリケーションを全て利

用することができる。これがプレゼンテーションを実

現する上で大きなメリットを生み出せると考えている。

その効果は企業や学生など幅広く、個性ある情報を

持って、それを発表したいと考える人全てに大きく貢

献すると信じている。」（ENWA） 

 今後は、Personify Inc.社としては、スマートフォン

でも利用できるアプリ開発やデスクトップ自体をデバ

イスとして認識できるプレゼンターデバイスの開発な

どを検討しているという。 

 

■ヤマハ：中規模会議室用ワンストップサウ

ンドソリューション「ADECIA」を発売 
（9 月 2 日） 

 
遠隔会議用ワンストップサウンドソリューション ADECIA

（ヤマハ） 

 ヤマハ株式会社（https://jp.yamaha.com/）（静岡県

浜松市）は、中規模会議室用ワンストップサウンドソ

リューション「ADECIA（アデシア）」（https://sound-

solution.yamaha.com/adecia_ceiling）を発表。発売は

2021 年 1 月を予定。 

 
ADECIA システム構成イメージ（ヤマハ） 

 ADECIA は、ヤマハが長年培ってきた音を原点とす

る音声処理技術とネットワーク市場における経験を駆

使し、市場の要望に応えながら新開発した天井に設置

するシーリングアレイマイクロフォン「RM-CG」と専

用プロセッサー「RM-CR」を中心とした Dante/PoE 対

応システム。 

RM-CG は、独自の音声信号処理技術を搭載し最高の

パフォーマンスを実現。話者が発言するだけでビーム

が音源の方向を検知する「ダイナミックボイストラッ

キング」を採用し、４本の「オートトラッキングビー

ムフォーミング」により、複数人の同時発話も逃すこ

となく追尾し、的確に話者の発言を捉える。 

https://jp.yamaha.com/
https://sound-solution.yamaha.com/adecia_ceiling
https://sound-solution.yamaha.com/adecia_ceiling
https://jp.yamaha.com/
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一方、RM-CR は ADECIA の中枢を担うプロセッサー。

会議室の空間に合わせて自動で音響調整を行うことが

可能で、多彩な入出力を搭載している。あらゆる遠隔

会議との接続やアナログ有線マイクの追加も可能。 

RM-CG と RM-CR に、すでに販売している Dante/PoE

対応ラインアレイスピーカー「VXL1-16P」や PoE 給

電対応ネットワークスイッチ「SWR シリーズ」を組み

合わせることで、マイクロフォンからスピーカーまで

音の流れをワンストップで導入・運用・管理ができる。 

ワンストップにより導入までの時間短縮につながる

とともに、それぞれの機器の相性や互換性を気にする

ことなく機器選定が行え、会議室の空間や音響特性に

合わせ、音響設定・調整を自動化するオートルーム

チューニングなどにより、安定した運用が可能になる

としている。システムを拡張するだけでなくカスタマ

イズの要望にも対応する。 

 提供価格は、遠隔会議用プロセッサーRM-CR が

240,000 円（税抜）、シーリングアレイマイクロフォ

ン RM-CG が 600,000 円（税抜）。関連オプションの

テーブルマウントキット「RM-MTL」は 15,000 円、

ラックマウントキット「RM-MRK」は 15,000 円となっ

ている。 

 遠隔会議は今やなくてはならないコミュニケーショ

ン手段となっている。また、オフィスの会議室におい

ても、会議参加者同士が適切な距離を保つための柔軟

なレイアウト変更や、会議の準備から利用までの間に

会議室設備に触れる回数を減少させる工夫、参加人数

や目的に応じた会議室の効率的な運用、残響が多く遠

隔会議に向かなかった会議室への快適な音空間の導入

などニーズが多様化している。 

 そういった働き方の変化やオフィス空間に求められ

るさまざまな要望に対し、ヤマハは今後ますます

ADECIA を拡充し、「音・音楽」を原点に培った技術と

感性を原点とする音声信号処理技術を用いて、遠隔会

議に求められるありとあらゆる要望に応えられるよう

引き続き開発を継続していくという。 

■ シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン ：  Oracle 

Communications 製品取扱いを開始 
（9 月 9 日） 

 シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.synnex.co.jp/）（東京都江東区）は、 

オ ラ ク ル ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 社

（ https://www.oracle.com/jp/index.html ） の Oracle 

Communications 製品の取扱い要件を満たし、9 月 9 日

より販売開始する。 

 シネックスジャパンでは、ユニファイドコミュニ

ケーションソリューションのひとつとして Avaya を中

心とする IP テレフォニー製品や、Microsoft Teams に

代表されるクラウドのコラボレーションツール拡販に

注力してきた。 

 
UC 構成イメージ（シネックスジャパン） 

今回取扱いを発表した Oracle Communications 製品

は、オラクルが買収した旧 ACME Packet 社の「Session 

Border Controller（SBC）」および、旧 Talari Networks

社の SD-WAN 製品で構成されており、Avaya やマイク

ロソフトなど UC ソリューションごとに管理していた

デジタル音声データのクラウド上での一元管理を実現

するソリューションとなる。 

特徴としては、音声エンドポイントとクラウドコラ

ボレーションを結びつけ利便性を向上させる点と、

WAN トラフィックをインテリジェントに最適化する

SD-WAN との相乗効果も期待できる点にある。 

 従来から取引関係にあったシネックスジャパンとオ

ラクルでは、米国本社同士の強固なパートナーシップ

を土台とし、日本国内でも戦略的なパートナーシップ

強化を進めてきた。今回の取扱いはその一環となる。

Oracle Communications 製品は、OPN（Oracle Partner 

Network）パートナーとして提供する。 

 これに合わせて、シネックスジャパンのチャネル

パートナーは、エンドツーエンドの包括的な UC ソ

https://www.synnex.co.jp/
https://www.oracle.com/jp/index.html
https://www.synnex.co.jp/
https://www.oracle.com/jp/index.html
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リューションの提供が可能になり、さらなるテレワー

ク活用や BCP 対策などの経営課題を持つ法人向けに今

後展開を進めていくとしている。 

 

■VTV ジャパン：バルコ社製ワイヤレス Web

会 議 ソ リ ュ ー シ ョ ン 「 ClickShare 

Conference CX シリーズ」発売 
（9 月 4 日） 

 
ClickShare Conference CX シリーズ（VTV ジャパン） 

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

京 都 千 代 田 区 ） は 、 バ ル コ 株 式 会 社

（https://www.barco.com/ja/）（ベルギー）のワイヤ

レス Web 会議ソリューション「ClickShare Conference

（クリックシェア コンファレンス）CX シリーズ」の

提供を 9 月 4 日より開始する。小さな会議室から一般

的な会議室、そして役員会議室に最適な 3 つのモデル

を用意している。 

コロナ禍での緊急事態宣言解除以降、在宅勤務とオ

フィス双方で仕事をする機会が増えた。しかし、自宅

から一人で気軽に参加するには問題がなかった Web

会議も、一方オフィスでは PC から複数人数で参加し

ようとすると参加者全員を映せない、声を拾えないと

いった問題が生じたり、あるいは、カメラやマイクな

どの周辺機器を用意して拡張しようにも配線が大変

あったりといった問題が生じているという。さらには、

会議室に設置されたテレビ会議専用機を利用しように

も、接続先がさまざまな Web 会議を利用しているため

対応できないケースも発生しており、オフィスで気軽

に Web 会議を利用することがなかなか難しい状況も

あるという。 

ClickShare Conference CX シリーズは、これらの問

題を解決する BYOM（Bring your own meeting）を実

現するソリューションとなる。自宅とオフィス双方で

スムーズに Web 会議が利用できる環境を提供する。 

 
接続イメージ（VTV ジャパン） 

セットアップや使い方は簡単だ。会議室の収容人数

に合わせた Web 会議用の周辺機器（カメラ、マイク、

スピーカー）を ClickShare Conference CX シリーズ

に接続して設置し、後は自分のノート PC を会議室に

持ち込み、ワイヤレス対応の「Button」を USB ポート

接続にするだけで周辺機器を利用する準備は完了する。 

あとは、PC の Web 会議ツールを起動し接続操作を

行い、Button 中央の大きなボタンを押すと、モニター

に PC の映像が投影され、会議を行うことができるよ

うになっている。 

ClickShare Conference CX シリーズの特徴は以下

の通り。（1）モニターに表示中の内容を、手元のデバ

イスに表示できるローカルビュー機能に対応している。

（2）Windows、Mac、iOS、Android に対応している

（アプリ等のインストール不要）。（3）暗号化機能に

対応している。（4）5 年間の製品保証付き。 

VTV ジャパンでは、ニューノーマルに向けて従来の

テレビ会議専用機と Web 会議の混在利用に課題を抱

える担当者向けに、この製品をはじめとしたさまざま

な構築提案を行っていくとしている。 

 

 

 

https://www.vtv.co.jp/
https://www.barco.com/ja/
https://www.vtv.co.jp/
https://www.barco.com/ja/
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■ロジテック INA ソリューションズ：LiveOn

をプレインストールし、カメラ・マイク・

スピーカーなどを搭載したオンライン会議

システムを発売 
（9 月 3 日） 

 エレコムグループのロジテック INA ソリューション

ズ株式会社（https://www.logitec.co.jp/inas/）（長野県

伊那市）は、Web 会議・テレビ会議システム「LiveOn」

アプリケーションをプリインストールした、Android

バッテリーレス PC の 2 製品を、オンライン会議シス

テムモデルとして発売する。 

 

 
      オンライン会議システム 

（ロジテック INA ソリューションズ） 

 LiveOn の特徴は、資料共有、ホワイトボード、録音

録画、メディア再生など多彩な機能を搭載している。

通信には独自プロトコルを使用しているため安全性が

あり、その上 AES によるセキュアな通信が行えるため

セキュリティは万全という。さらには音声遅延と音切

れを防ぐ独自技術によりストレスのないクリアな音声

を実現しているとしている。 

 本体は Android OS(6.0.1)をベースに動作するバッ 

テリー非搭載製品で、10.1 インチの 5 点マルチタッチ

対応モニター（1280ｘ800 広視野角 IPS パネル）、カ

メラ（190 万画素）、マイク（1）、スピーカー（2W 

x2）のほか、無線・有線 LAN、PoE 受電対応（後述の

LT-H0310B/CAM-L のみ）、などを搭載している。 

また、各種インターフェイスとしては、USB2.0(Type 

A x1、micro-B x1)、Bluetooth 4.2、ヘッドホン／マイ

クジャック（1）、SD/SDHC カードスロット（1）に対

応している。本体は幅 252.1x 奥行 24.5x 高 177.8mm、

重量は約 600g（外形寸法も重要も本体のみ）。VESA75

規格にも対応している。 

バッテリーレスにしている理由としては、電源・バッ

テリーのトラブルを事前に回避したり、経年劣化によ

るトラブルを事前に回避することができるメリットが

あるためとしている。 

大がかりな会議システムが導入できないオフィスの

省スペース、病院でのオンライン面会、工場の生産ラ

インなどでの利用、あるいは、オフィスの受付端末、 

デジタルサイネージ、KIOSK 端末などとして、簡易に

設置したい場所での利用に適しているという。 

 製 品 型 番 は 「 LT-H0310B/CP-L 」 と 「 LT-

H0310B/CAM-L」の 2 製品。価格はオープン。発売は

9 月上旬から。 

 

■サンワサプライ：クリップ式のスマホ＆パ

ソコン用リングライトを発売 
（PRTIMES：9 月 7 日） 

 
LED リングライト「200-DG020」（サンワサプライ） 

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

（岡山市北区）は、Web 会議で全体的に明るい印象を

与えることができる LED リングライト「200-DG020」

を発売した。 

 200-DG020 は、ノートパソコンや iPhone などのス

マートフォン、タブレットに取り付けできる。取り付

https://www.logitec.co.jp/inas/
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.logitec.co.jp/inas/
https://www.sanwa.co.jp/
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けは非常に簡単でクリップで挟み込むだけ。丸型 LED

ライトなので撮影物を均一に照らすことができる。 

Zoom や Skype などの Web 会議／テレビ会議など

で表情を明るく照らしたり、フリマや Youtube などで

被写体を明るく照らすことができる。 

使用イメージ一例（サンワサ

プライ） 

色 温 度 は 8500K →

3000K→6500K と 3 段階

で変更でき、光量は無段

階で調整可能。常時点灯

するライトであるため、

フラッシュとことなり撮影後の仕上がりがイメージし

やすい。 

三脚用のアダプタを付属しており、取り付けも簡単。

360°回転や上下の角度調節が可能で、充電と常時給

電の 2WAY の電源供給が行える。本製品のサイズは約

160xD18xH390mm（クリップホルダー装着時、突起

物除く。）。重量は約 156g。販売価格は 2,709 円（税

抜）。 

 

■NEC ネッツエスアイ：授業や企業の研修・

セミナーに活用できるオンライン配信サー

ビスの提供開始 
（共同通信ワイヤー：9 月 9 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、日本

橋イノベーションベースに Zoom を活用した配信用ス

タジオを常設するとともに、それらのノウハウを活用

し、配信スタジオの環境構築から運用サポートまでを

トータルに行う「Zoom オンライン配信サービス」の提

供を開始する。 

 
Zoom 配信用スタジオイメージ（NEC ネッツエスアイ） 

 新型コロナウイルスの拡大により、集合型のイベン

トや各種の行事は、開催の見送りやオンラインでの実

施を余儀なくされている。敷居は低くなったものの、

配信を行う側の環境整備と運用は専門性が高く、導入

も容易ではない。 

 NEC ネッツエスアイは、Zoom を取り扱ってきた実

績と放送事業に携わってきた経験を活かし、オンライ

ンで授業や企業の研修・セミナーを配信するスタジオ

環境を提供する。 

 Symphonict（シンフォニクト、同社のデジタルトラ

ンスフォメーション事業のブランド）をコンセプトの

もと、Q&A・投票ツールである「Slido」などのクラウ

ドツールを組み合わせることで、よりインタラクティ

ブなコミュニケーションを実現する。各種のクラウド

サービスを活用し、収集した情報・データをつなぎ・

束ねることで、品質向上に利用できるだけでなく、重

要な情報の蓄積にも役立つ。 

 貸し出す日本橋イノベーションスペースにあるスタ

ジオでは、準備から当日の運用を含めてサポートする。

サービス開始時期は 10 月 1 日からで、10 万円～（2

時間利用）となっている。 

 また、スタジオ構築サービスも手がける。環境調査

や利用に関するコンサルティングから機器・什器の手

配・設置、運用サポートまでをトータルで提供する。

サービス開始は 9 月 9 日からで、費用は参考価格で

300 万円（機器・什器込み、ただし、仕様・内容によ

り金額は異なる）。 

 一方、サービスを提供するにあたっての、Zoom 機能

や各種オペレーション、オンライン配信設備に関する

ヘルプデスクサービス、イベント、ウェビナー開催時

https://www.nesic.co.jp/
https://www.nesic.co.jp/
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のオンサイトサポート等として、グループ会社である、

ICT デジタル製品のサポートサービス事業を主たる事

業 と す る キ ュ ー ア ン ド エ ー 株 式 会 社

（https://www.qac.jp/）（東京都渋谷区）と連携をし

「Zoom サポートサービス」も提供する。費用は 10 万

円～（仕様・内容により金額は異なる）。 

 NEC ネッツエスアイは、Zoom オンライン配信サー

ビスを通じて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寄与し、本サービスを

含めたオンラインによるコミュニケーションサービス

関連で 21 年度末までに 50 億円の売上を目指すとし

ている。 

 

■キューアンドエーと NEC ネッツエスアイ：

「Q&A Zoom サポートサービス」の提供を

開始 
（共同通信ワイヤー：9 月 9 日） 

キューアンドエー株式会社（https://www.qac.jp/）

（東京都渋谷区）は、NEC ネッツエスアイ株式会社

（https://www.nesic.co.jp/）（東京都文京区）と協業し

て、10 月 1 日より、「Q&A Zoom サポートサービス」

の提供を開始する。 

新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業

やリアルとバーチャルを融合したハイブリット化が進

んでいる。また、従来集合型で行われていた企業セミ

ナーや研修、講習会などの開催が見送られ、各社ウェ

ビナーへの対応が急務となっている。 

そこで、キューアンドエーと NEC ネッツエスアイは

協業し、Zoom の機能や各種オペレーション、オンライ

ン配信設備に関するヘルプデスクサービス、イベント、

ウェビナー開催時のオンサイトサポートなどの Q&A 

Zoom サポートサービスを開始する。 

サポート内容は、Zoom の利用方法や周辺機器トラ

ブルシューティング、オンライン配信用スタジオにお

けるオンサイトサポート、各種オプションサービスか

らなる。販売価格は 10 万円～。 

 

■L is B：ビジネスチャット「direct(ダイレク

ト)」に音声通話およびビデオ通話の新機能

を追加 
（PRTIMES：9 月 8 日） 

 株式会社 L is B（https://l-is-b.com/ja/ ）（東京都千

代田区)は、既存の業務システムとも連携が可能な同社

のビジネスチャット「direct(ダイレクト)」に音声通話

およびビデオ通話の新機能を追加した。 

 
ビデオ通話イメージ（L is B） 

 同社が提供するビジネスチャット「direct」は、2,000

社以上が導入しており、現場での仕事に最も役立つ IT

ツールを目指し、ユーザの意見を広く集め、定期的な

アップデートを実施している。現場のテレワーク移行

が加速する昨今では、チャット上ですぐに Web 会議の

開始・参加ができる“通話機能”がほしいという意見が

多くあったため、今回新機能として追加した。 

 新機能は、トークの参加メンバーとリアルタイムで

Web 会議ができるもの。外出先からも自宅からも会議

に参加でき、１対１でも複数人（最大 8 名）でも同時

通話が可能となっている。また、会議中の資料共有に

も対応している。マルチデバイス対応。使用するにあ

たって特別な設定はない。 

ただし、一度の通話時間は最大 60 分までとし 5 分

前に赤文字で時間が表示され議論のまとめを促す機能

がある。同社によると、長引いてしまいがちな会議時

間を削減し生産性を向上することに役立つとしている。 

  なお、Direct は、専用のチャットボットを無料で開

https://www.qac.jp/
https://www.qac.jp/
https://www.nesic.co.jp/
https://l-is-b.com/ja/
https://www.qac.jp/
https://www.qac.jp/
https://www.nesic.co.jp/
https://l-is-b.com/ja/
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発できるツール「daab SDK」も提供しており、さまざ

まな現場で業務効率化を実現している。 

  また、direct と連携するソリューションには、図面

現場施工管理アプリ「SPIDERPLUS」（株式会社レゴリ

ス）、現場帳票ペーパレスソリューション「ConMas i-

Preporter」(株式会社シムトップス)、グループウェア

「Garoon」（サイボウズ株式会社）、業務改善プラッ

トフォーム「kintone」(サイボウズ株式会社)、BI ダッ

シュボード「MotionBoard」（ウイングアーク 1st 株式

会社）、チャットボット CMS「IFRO」（パルススポッ

ツ株式会社）、類似文書検索エンジン「DiscoveryBrain」

（キヤノン IT ソリューションズ株式会社）などがある。 

  L is B では、direct の 30 日間無料体験ができるト

ライアルを用意している。 

 

■LINE ヘルスケア：オンライン診療に参入へ、

オンライン診療サービス「LINE ドクター」

を 11 月に提供開始 
（9 月 10 日） 

 LINE ヘ ル ス ケ ア 株 式 会 社

（https://linehealthcarecorp.com/ja）（東京都新宿区）

は、新たに、クリニックの検索・予約から実際の診察・

決済まで、全て LINE 上で完結できるオンライン診療

サービス「LINE ドクター」を 11 月より提供開始する。 

 
LINE ドクター（LINE ヘルスケア） 

 同社では 2019 年 12 月より LINE で直接医師に相談

できる「健康相談サービス」の提供を開始、病院に行

く前の不安や自宅でのセルフケアなどについて多くの

相談を受けており、相談リクエスト数は累計で 30 万

件を突破しているという。 

 今回開始する LINE ドクターは、LINE ビデオ通話を

利用して、医師の診察を受けることができるオンライ

ン診療サービス。 

新たなアプリをダウンロードする必要もなく、クリ

ニックの検索・予約から、診察、決済まで、LINE アプ

リ上でシームレスに行うことができる。オンライン診

療を利用するための追加手数料は一切かからず、ユー

ザは診察費のみで利用することが可能となっている。

ただし、処方箋によるお薬代やお薬の配送料金という

は別途必要になる。 

 医療機関向けには、利用環境・機能などによって選

べる複数プランを提供予定で、11 月は「Basic Plan」

から提供を開始する。Basic Plan には、クリニックの

予約機能、LINE ビデオ通話機能、モバイル送金・決済

サービス「LINE Pay」をはじめとした決済機能が搭載

されている。初期費用、月額費用を無償で提供する。 

 今後は、「オンライン服薬指導」との連携も予定し

ており、自宅にいながら、医師の診察を受け、処方さ

れた薬を薬剤師の服薬指導のもと自宅で受け取ること

ができる世界を実現していくとしている LINE ヘルス

ケアは、LINE ドクターを通じて、オンライン・オフラ

イン関係なく、患者さんの症状や環境に合わせて、診

察手段を選択できるシームレスな医療体験の提供を目

指す。 

 

 ビジネス動向-国内            

■Aver Information 社：Web カメラ最新モデ

ル「CAM540」「CAM340+」が「Google Meet」

のハードウェア認証を取得 
（9 月 1 日） 

  Aver Information 社

（https://jp.aver.com/default.aspx）（台湾・台北市）

は、同社の Web カメラ最新モデルである「CAM540」

「CAM340+」が Google Cloud より「Google Meet」の

ハードウェア認証を取得したと発表。 

https://linehealthcarecorp.com/ja
https://jp.aver.com/default.aspx
https://linehealthcarecorp.com/ja
https://jp.aver.com/default.aspx
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CAM540 と CAM340+(アバー・インフォメーション) 

 Google Meet の認証を取得した Aver 社の Web カメ

ラは「CAM520」に加え、今回取得したのは、小会議

室向けに設計された 4K 対応モデル CAM340＋と、大

会議室での使用に最適で遠隔会議に役立つ AI 機能（ス

マートフレームなど）も備えたハイエンドモデル

CAM540 の 2 種類になる。なお、CAM540 は、ドイツ 

レッドドットアワード受賞製品でもある。 

 認証された Web カメラによって、ユーザは多拠点を

つないで Web 会議を行う際に、Web カメラと Meet

ハードウェアをスムーズに連携させることができるた

め、会議 URL をワンクリックするだけで簡単に Web

会議に参加できるようになった。加えて、Google Meet

ハードウェアに接続するとファームウェアの自動アッ

プデートが行えるなどさまざまな機能についても活用

が可能となった。 

 Google Meet ハードウェアのサポートは、Chrome 84

のアップデートから開始となる。このサポートを通じ

て、Web 会議を行う際の柔軟性が向上するとともに、

認証された Web カメラのソフトウェアが常に最新の

状態に維持しつづけることが可能になった。 

 日本法人は、アバー・インフォメーション株式会社

（東京都新宿区）。 

 

 

 

 

■ブイキューブ：JR 東日本が進めるシェアオ

フィス事業「STATION WORK」展開拡大に

「テレキューブ」を提供 
（9 月 4 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） は 、 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

（https://www.jreast.co.jp/）（東京都渋谷区、以下、

JR 東日本）が展開加 速 するシェアオフィス 事 業

「STATION WORK」の「STATION BOOTH」に個室型

スマートワークブース「テレキューブ」が引き続き採

用されたと発表。 

 STATION WORK は、「働く人の“1 秒”を大切に」を

コンセプトに、JR 東日本が展開する駅ナカシェアオ

フィス事業。駅ナカをはじめとした好立地で、個人作

業がはかどるセキュアなワークスペースを提供してい

る。「STATION BOOTH」「STATION DESK」に加え

て、一部の JR 東日本ホテルメッツもシェアオフィスと

して利用できる。 

 
2020 年 8 月末時点の STATION WORK 展開地域 

（ブイキューブ） 

 テレキューブは、さまざまな場所に容易に設置でき

る個室型スマートワークブース。内部にはテーブル・

椅子・電源コンセントなどが設置されており、セキュ

リティが保たれた静かな環境で、資料作成やメールな

どの業務、電話や Web 会議などのコミュニケーション

が可能。個人で作業を行うソロ、1on1 など少人数での

ミーティングを行うグループ 1 型、多人数での打ち合

わせを行うグループ 2 型をラインナップしている。JR

東 日 本 が 東 京 駅 や 新 宿 駅 で 設 置 を 進 め て い る

https://jp.vcube.com/
https://www.jreast.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://www.jreast.co.jp/
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STATION BOOTH に採用されている。加えて、ブイ

キューブグループによる私鉄各社の駅、空港、オフィ

スビルへの大規模な展開も順次実施・計画している。

公共空間に設置されるテレキューブは利用時間課金で

利用可能となっている。 

 STATION WORK は、千葉や西船橋、北千住、大宮

など住宅近接エリアも含め、今秋 48 カ所に設置、今後

1 年以内で 100 カ所への拡大が予定されている。JR 東

日本では、2025 年度までに STATION WORK の 1,000

カ所展開を目指しており、今後、テレキューブを用い

た新サービス開発も検討しているという。 

 

■総務省：中小企業等担当社向けテレワーク

セキュリティの手引き（チェックリスト）

（初版）を公表 
（9 月 11 日） 

  総務省（https://www.soumu.go.jp/）（サイバーセ

キュリティ統括官室）は、中小企業等担当者向けテレ

ワークセキュリティの手引き（チェックリスト）（初

版）を公表した。 

 総務省では、これまで企業等がテレワークを実施す

る際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心してテレ

ワークを導入・活用するための指針として「テレワー

クセキュリティガイドライン」を策定・公表してきた

が、新型コロナウイルス拡大の影響から、従来のテレ

ワークセキュリティガイドラインに加えて、より実践

的かつ具体的でわかりやすい内容の資料について必要

性が高まっていたという。 

 こうした状況を踏まえて、セキュリティの専任担当

がいないような中小企業等におけるシステム管理担当

者（専門用語について仕組みの詳細まではわからない

が、利用シーンがイメージできるレベルの方）を対象

として、テレワークを実施する際に最低限のセキュリ

ティを確実に確保するための手引き、設定解説資料

（Cisco Webex Meetings/Microsoft Teams/Zoom）を

今回作成し、公表（下記 URL 参照）した。 

 今後は、テレワークセキュリティに関する実態調査

の結果や初版に対して寄せられた意見等を踏まえ、年

内を目途によりわかりやすい手引き（第２版改定）を

行うとともに、設定解説文書についても対象製品を増

やしていく予定という。また、テレワークセキュリティ

ガイドラインについても年度内を目途に改定を行う予

定という。 

※総務省：テレワークにおけるセキュリティ確保 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/ 

 

 ビジネス動向-海外            

■Dialpad 社：テレビ会議ソリューションを

提供する Highfive 社を買収 
（9 月 1 日） 

 クラウドネイティブビジネス通信プラットフォーム

を提供する Dialpad 社（https://www.dialpad.com/）

（米国・カリフォルニア州）は、ビデオ会議ソリュー

ションを提供する Highfive 社（https://highfive.com/）

（米国・カリフォルニア州）の買収を発表した。 

 Dialpad 社は、電話システム・会議・コールセンター

といったビジネスコミュニケーションプラットフォー

ムを提供しており、Google Cloud Platform に基づいて

構築された Dialpad は、導入・統合・拡張が簡単で、

音声インテリジェンス（ViTM）を利用して全てのス

マートな通話を実現する。世界で 70,000 社を超える

企業が Dialpad を利用している。 

 Highfive 社は、2012 年に設立。WebRTC テクノロ

ジーを活用し、導入・設定などが簡単で、PIN コード

やパスコードを必要としない、ワンタッチのブラウ

ザーベースの HD 品質ビデオ会議サービスを開発。

Dialpad と同様に、ユーザは任意のデバイスを使用し

て、任意の場所で即座にビデオ会議が行える。 買収

金額は公表されていないが、企業情報などをとりまと

https://www.soumu.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
https://www.dialpad.com/
https://highfive.com/
https://www.soumu.go.jp/
https://www.dialpad.com/
https://highfive.com/
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めている米 Crunchbase データによると、Highfive 社

は資金調達をこれまで 774 万ドル（シリーズ C）実施

している。 

 パンデミック後もリモートワークが定着していくと

見る。Dialpad による Highfive の買収はこの新しい働

き方をサポートし、単一の通信プラットフォーム上で

真の統合コラボレーションを実現するとしている。こ

れにより、ホームオフィス・ハドルルーム・オフィス

スペースを、既存のハードウェアや SIP 対応の会議プ

ロバイダーとシームレスに連携する“スマートなミー

ティングエクスペリエンス”に変える機能を強化する

ことにつながるとしている。 

 

  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＞  

 
■ニューノーマル時代に対応する真のコラボレーションは 

日時：9 月 24 日(木)14:00～15:30 

会場：オンライン 

主催：NTT コミュニケーションズ株式会社 

共催：株式会社 Box Japan、株式会社 Phone Appli 

詳細・申込： 

https://phoneappli.net/event/2020/20200924-event.html 
 

■DX を阻む最後の砦の突破法伝授！  

～Oracle SBC で実現する音声通話の DX～ 

日時：9 月 24 日（木）15:00～15:55 

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、 

   日本オラクル株式会社 

詳細・申込：https://www.synnex.co.jp/event/0924/ 
 

■ニューノーマル時代に向けた電子ホワイトボードと

Microsoft 365 活用セミナー 

日時：9 月 25 日(金) 14:30～15:10 

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/3709#/ 

 
■with コロナ社会におけるコミュニケーションスタイル変

革コミュニケーション変革からはじめる働き方改革 

日時：9 月 29 日(火) 15:00～15:50 

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/3808#/ 

 
■ブイキューブセミナー情報（9 月-10 月） 

「＜スマートグラス解説セミナー＞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！」、「待ったなし！

オンライン営業の始め方」 など 

会場：（Web セミナー） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

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://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://phoneappli.net/event/2020/20200924-event.html
https://www.synnex.co.jp/event/0924/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/3709#/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/3808#/
https://jp.vcube.com/event/all
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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