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 製品・サービス動向-国内            

■リコー：ディスプレー・カメラ・スピーカー

などをと組み合わせて専用機のような使い

方を実現するソフトウェア「RICOH Unified 

Communication System Apps for Rooms」

の提供を開始、簡単操作で複数対複数の拠

点間ビデオ会議を実現 
（9 月 17 日） 

 株式会社リコー（https://www.ricoh.co.jp/）（東京都

大田区）は、他拠点間における複数対複数のテレビ会

議を想定したクラウドアプリケーション「RICOH 

Unified Communication System Apps for Rooms（以下、

RICOH UCS Apps for Rooms）を 9 月 17 日から提供開

始する。 

 
RICOH Unified Communication System Apps for Rooms の操

作画面（リコー） 

 

機器の構成例（リコー） 

 RICOH UCS Apps for Rooms は、主に企業の会議室

や工場など、拠点間における複数対複数のテレビ会議

を想定した Windows10 向けのテレビ会議用ソフト

ウェア。本製品を、小型パソコンやボックス型パソコ

ンなどにインストールし、ディスプレー・カメラ・ス 

 

 

ピーカー・ビデオキャプチャーなど周辺機器を組み合

わせることで、専用機のようなわかりやすいユーザー

インターフェースで、小規模なミーティングスペース

から中規模会議室まで顧客の利用条件に合わせて最適

なテレビ会議環境を構築できる。導入時には機器の選

定や各種設定までリコーグループがサポートする。 

 RICOH UCS Apps for Rooms は、映像符号化方式が

H.264/SVC、最大受信／送信が 720p30fps に対応。プ

ロ ト コ ル は 独 自 手 順 で 送 受 信 帯 域 は 500Kbps ～

3Mbps での通信が行える。対応する PC 画面解像度は

SVGA(800x600 ドット)以上。 

クラウド上の RICOH UCS サービスプラットフォー

ム を 利 用 し て お り 、 既 存 の RICOH  Unified 

Communication System 専用端末や RICOH Unified 

Communication System Apps との相互接続が可能。 

 アドレス帳から接続先を選択するだけで簡単に接続

できるため、会議 URL の発行、デバイスの接続などの

手間なくテレビ会議を開始できる。また、専用端末に

搭載していた PC 画面共有機能をサポートしている。

加えて、管理者機能を有効にすることで、各種の設定

変更に制限をかけることができ、汎用 PC を使用した

際のセキュリティを担保する形になっている。 

推奨 CPU は、ディスプレイ解像度がフル HD の場合、

会議のみの利用だと Intel Core i5-7000 番台以降、会

議＋画面共有＋録画機能の利用だと i7-7700 番台以降、

あるいは会議＋画面共有（もしくは録画機能いずれか

片方利用）では i5-8000 番台以降を推奨する。 

 

 

https://www.ricoh.co.jp/
https://www.ricoh.co.jp/
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■パナソニック：ボタン一押しで、簡単画面

共有可能な、ワイヤレスプレゼンテーショ

ンシステム「PressIT」を発売 
（9 月 15 日） 

 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社

（https://www.panasonic.com/jp/home.html）（大阪府

門真市）は、ワイヤレスプレゼンテーションシステム

「PressIT」を 10 月上旬より発売する。 

 

PressIT（パナソニック） 

 PressIT は手元のパソコン、タブレット、スマート

フォンの画面を簡単にワイヤレスでディスプレイやプ

ロジェクターに表示することができるもの。 

 PressIT の特長の一つ目は、用途に合わせた使い勝手

で簡単操作を実現している点。ディスプレイやプロ

ジェクターなどの映像表示機器に「受信機」を接続し、

手元のパソコンやタブレット、スマートフォンに「送

信機」をつなぐだけで、ディスプレイの電源が自動的

に入り、入力も切り替わるため、ボタンひと押しで簡

単に画面共有が行えるようになっている。パソコンに

専用のソフトウェアやドライバーのインストールは不

要。なお、複数の人が触れる送信機とケースは抗菌仕

様を採用しているという。 

 また、1 台の受信機に最大 32 台の送信機を接続可

能となっているため、多人数の会議や授業、グループ

ワークなどにも、席の移動やケーブルの引き回しをす

ることなくスムーズな情報共有を実現する。 

さらに、最大 4 台の画面を同時表示することもでき

るため、資料の比較や複数のアイデアを効率よく共有

することができるほか、講演や発表など参加者の画面

が割り込めないよう、画面表示を独占できる「固定モー

ド」にも対応している。 

二つ目の特長は、設置環境や使用シーンに最適化さ

れている点。受信機は、小型デザインを採用した「ボッ

クスタイプ」と、パナソニックのディスプレイ本体に

装備されたスロットに収納できる「Intel SDM 仕様の

受信ポート」の 2 タイプを用意している。一方、送信

機は、HDMI および USB ケーブルで接続するタイプと、

USB Type-C ケーブル 1 本で接続できる 2 タイプを用

意している。パソコン、スマートフォン、タブレット、

それぞれのインターフェイスに合わせて選べるように

なっている。 

 
製品ラインナップ（パナソニック） 

三つ目の特長は、ワイヤレスでもストレスなく使え

る安心性能。効率的な映像伝送により、映像遅延やカ

クツキの少ない映像再生が可能となっている。静止画・

動画ともフル HD の高画質映像を表示、さらに、動画

は最大 1080p/60fps まで再現できるようになってい

る。 

セキュリティの面では、万が一ネットワークに脆弱

性が見つかった場合は、最新のセキュリティソフト

ウェアにアップデートすることで最新の状態に更新す

ることができる。また、映像・音声のインターフェイ

スには、HDMI を採用。パソコンなどのデバイス内部

のデータにアクセスしないため、情報漏えいのリスク

が低減される。さらに、受信機と送信機間のワイヤレ

ス伝送の際、受信機と送信機はペアリングされており、

外部への情報流出や隣接する会議室、会場への誤伝送

https://www.panasonic.com/jp/home.html
https://www.panasonic.com/jp/home.html
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も防止することができる。 

 

■ユーザーローカル：オンライン会議の自動

議事録作成・可視化サービスを無償提供開

始 
（9 月 15 日） 

 株 式 会 社 ユ ー ザ ー ロ ー カ ル

（https://www.userlocal.jp/）（東京都港区）は、9 月

15 日から「ユーザーローカル音声議事録サービス」を

無償で提供する。 

 ユーザーローカル音声議事録サービスは、これまで

Zoom などのオンライン会議を開く際に手間だった議

事録作成を自動で作成できるだけでなく、テキストマ

イニング技術によって会話の流れを可視化することが

できる。 

 今回開発したシステムは、Chrome ブラウザ上で動

作し、マイク入力した声を音声認識でテキストに変換

し保存、会話内容を分析して可視化する仕組みを提供

している。 

 
音声議事録システム（ユーザーローカル） 

具体的には、テキストマイニング技術を利用し、会

議やミーティングでどんな単語がよく発言されている

かを 1 枚のワードクラウド画像にまとめて表示するこ

とや、ユーザの発言ごとに感情を分析し、どのような

感情が含まれるのか、ポジティブな発言・ネガティブ

な発言なのかを可視化することが可能となっている。 

 オンライン会議の主催者が右上の「会議 URLを共有」

（前ページ写真：音声議事録システム参照）クリック

して URL を参加者に配布することで、複数人の発言

（誰がいつどんな発言をしたか）をそれぞれ取得する。

「発言分析ボタン」を押すと、会議中に話題となった

トピックをテキストマイニングしたり、ディープラー

ニングによる感情認識の結果を表示したりすることが

できる。 

 ユーザーローカルは 2019 年に東証一部に上場（証

券コード：3984）した技術ベンチャー企業。「ビック

データーX 人工知能で世界を進化させる」というビ

ジョンのもと、数多くの企業や官公庁の業務効率化や

マーケティングの支援を行っている。 

 

■シスコシステムズ：オンライン授業向け

「Cisco Webex Classrooms」を 2020 年中

に日本国内で提供開始 
（9 月 16 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、オンライン授業向けに開発された新機能

「Cisco Webex Classrooms」を 2020 年中に日本国内

で提供開始する。 

 Cisco Webex Classrooms は、高度なセキュリティを

備えたシスコシステムズの Web 会議プラットフォー

ムを採用し、教師と生徒があたかも教室にいるかのよ

うに授業計画を立てられるバーチャルな仕組みを提供

している。オンライン授業はもちろん、オンラインと

対面での授業を併用したハイブリッド型の授業におけ

る学習ニーズに対応できるようになっている。 

 今回のリリースにあわせ、Webex には教師や生徒、

保護者、IT 担当社それぞれのユーザ属性に適した多数

の機能がある。 

 教師向けには、バーチャルクラスルームのドアロッ

ク、少人数グループに分けるブレイクアウトルーム、

https://www.userlocal.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.userlocal.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
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挙手した人がリストの一番上に表示される、教師のア

シスタントが同時に複数のクラスを行き来することが

できる（Cisco Webex Meetings の同時開催）、ビデオ

会議端末に搭載されているプレゼンタートラック機能

を組み合わせるなど機能が用意されている。 

 生徒向けの機能としては、文字越し機能によりク

ション項目や要点メモだけでなく授業が全て字幕つき

で録画されるためどのような学習スタイルでも授業を 

フォローすることができる効果があるほか、「Cisco 

Webex Teams」で生徒同士でのメッセージのやりとり

やコンテンツ共有、共同制作、ホワイトボード共有、

グループ学習なども行えるようになっている。 

保護者向けには、Cisco Webex Teams を利用して、

教師は保護者と 1 対 1 の面談を行うバーチャルスペー

スを簡単に作成することができる機能を提供するほか、

Cisco Webex Assistant for Meetings によって、授業の

メモやハイライトを見たり、場合によっては授業その

ものをチェックして進捗状況を把握したり、生徒を手

助けするなども可能となっている。 

 IT 担当者向けでは、あらかじめ定義された教育用テ

ンプレートやバーチャルクラスルーム用セキュリティ

設定により、かってないほど簡単に安全なオンライン

授業のためのセキュリティ設定が可能となっている。

加えて、「Cisco Webex Education Connector」によっ

て、「Canvas」、「Moodle」、「Blackboard」などの

学習管理（LMS）ツールに加え、「Schoology」ともシー

ムレスに統合できるようになった。 

 

■シェアテクノロジー：半透明画像を指さし

しながら説明ができる Web 会議ツール

「ShareePanel」ベータ版リリース 
（PRTIMES：9 月 23 日） 

 シェアテクノロジー株式会社（https://www.sharing-

tech.jp/）（愛知県名古屋市）は、半透明画像を指さし

しながら説明ができる Web 会議ツール「ShareePanel」

ベータ版をリリースした。 

 ShareePanel は、オンライン会議のカメラ映像とパ

ソコン上のアプリケーション画面を半透明・透過の画

像技術で加工し、AR（拡張現実）化した映像を仮想カ

メラ映像として既存の Web 会議システムに映し出す

仕組みとなっている。 

 そのため、別の操作画面を開かなくても、指さしし

ながら直感的に相手側に見せることができ、また、Web

会議映像上に直接文字・線の書き込み、資料画像のサ

イズ調整が可能になるため、操作の手間が減るという。 

 さらに、同じ空間にいるように映し出すことでひと

つの仮想空間を作り出す形になる。それによりお互い

の空間に入り込んで、相手とのふれ合い、対面のコミュ

ミュニケーションも行える使い方もあるとしている。 

なお、ShareePanel は、どの Web 会議システムでも

簡単に利用できる。 

 今回のリリースは Windows 版（ベータ版、無料）の

みとなるが、iOS、Android デバイスから利用できるよ

うに次バージョンのリリースを計画している。 

 シェアテクノロジーは、2018 年 10 月設立。アプリ

ケーション・ソフトウェアシステム開発を行っている。 

 

■ハンモック：オンライン名刺交換と Zoom

の商談機能が一体になったホットプロファ

イルリーチを提供開始 
（PRTIMES：9 月 24 日） 

 株式会社ハンモック（https://www.hammock.jp/）

（東京都新宿区）は、Zoom 商談時にオンライン名刺交

換ができるオンライン商談ツール「ホットプロファイ

ルリーチ」を 11 月下旬より提供開始する。 

 ハンモックは、名刺管理、見込み客発掘、営業支援

（SFA）領域を統合した企業の売上アップ・生産性向上

のためのクラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホッ

トプロファイル」を提供している。今回、オンライン

名刺交換と Zoom の商談機能が一体になったホットプ

https://www.sharing-tech.jp/
https://www.sharing-tech.jp/
https://www.hammock.jp/
https://www.hammock.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               5/8                   Vol.22 No.18 September 30 2020 
 

 

ロファイルリーチを提供する。 

 ホットプロファイルリーチの主な機能は、Zoom 商

談（オンライン商談、画面共有、ファイル共有による

資料送付、チャット）、オンライン名刺交換、名刺管

理などがある。 

汎用的なオンライン会議、商談ツールでは機能が分

断されてしまう課題を解消するため、Zoom をベース

とした新しいオンライン商談ツールを開発した。第一

弾の機能として、PC カメラに名刺をかざすだけで名刺

交換が行えるオンライン名刺交換を実現した。 

 提供価格。1ID あたり月額 3,000 円。先行受付キャ

ンペーンを実施する。10 月末までに問い合わせ、先行

予約した場合 30%OFF にて提供する。 

  

■grabss：無料 Web 会議サービス「BIZMEE」

リニューアル、カスタマイズパッケージの

販売も開始 
（PRTIMES：9 月 29 日） 

 株式会社 grabss（https://www.grabss.co.jp/）（グラ

ブス、東京都世田谷区）は、同社が運営するリアルタ

イム通信を実現する WebRTC 技術を活用した無料の

Web 会議サービス「BIZMEE（ビズミー）」は、ユー

ザーインターフェースなど 10 月 1 日にリニューアル

する。カスタマイズパッケージの販売も開始する。 

 

BIZMEE（grabss） 

 BIZMEE は、2014 年 9 月の提供開始以来、無料で提

供し続ける WebRTC 技術を活用した Web 会議サービ

ス。ホワイトボードや議事録を共有することで、リア

ルな会議室を再現している。また、会議室にロックを

かけたり、入室制限をかけたりすることもできる。イ

ンストールなど面倒な手続きなしですぐに Web 会議

が始められる。 

 この度のリニューアルでは、画面下にメニューを集

約し、必要に応じてホワイトボードや議事録の表示切

り替えを可能とした。ホワイトボードに資料を画面共

有して、それにペンツーで上書きすることも可能。画

面キャプチャーを押下することで、すぐに自分の PC に

画像を保存したり、会議終了後に議事録をダウンロー

ドしたりすることも可能となっている。 

 また、今回のリニューアルにより BIZMEE カスタマ

イズパッケージの販売が可能となった。顧客のオリジ

ナル Web 会議システムとして、ロゴを配置したり、色

を変えたり、独自ドメインを利用したりなどが行える。

低価格および短期間んで構築を実現するとしている。 

※関連記事：2014 年 9 月 15 日号 

 

■ベルフェイス：SMS で URL を送るだけでつ

ながるビデオ通話、有形商材の接客など 1

対 1 で の オ ン ラ イ ン 接 客 を 実 現 す る

「bellMe」β版をリリース 
（PRTIMES：9 月 30 日） 

 ベルフェイス株式会社（https://corp.bell-face.com/）

（東京都渋谷区）は、有形商材の接客やサポートなど

をオンライン化するビデオチャットツール「bellMe(ベ

ルミー)」のβ版をリリースする。 

bellMe は、スマートフォンのビデオカメラを通じて

手軽に商品を映し出したりするなど、ビデオ通話で 1

対 1 でのオンライン接客を実現するサービス。 

具体的な活用例としては、これまでオンライン上で

は営業が難しいとされていたインテリアや自動車など

の有形商材における各種接客販売やアフターケアのほ

か、結婚式場案内、ツアー、診療、トラブル時のサポー

https://www.grabss.co.jp/
https://corp.bell-face.com/
https://www.grabss.co.jp/
https://corp.bell-face.com/
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トなどを想定しており、bellMe によって消費者と簡単

にかつリッチなコミュニケーションを取ることができ

るとしている。 

 
bellMe 利用の流れ（ベルフェイス） 

 

利用シーン（一例）（ベルフェイス） 

bellMe は電話番号さえ知っていれば SMS で URL を

送るだけの 10 秒でつながるため迅速な対応が可能に

なるという。また、企業側は接客の録画・録音データ

を蓄積することで、そのノウハウを企業内で共有でき、

データを活用した接客の品質向上も実現できるとして

いる。 

主な機能としては、録画録音機能に加え、CRM 機能

（9 月 30 日現在開発中）、チャット機能（9 月 30 日

現在開発中）を提供する。録画録音機能では、記録さ

れた録画情報は自動的にテキスト化されて後から分析

も行えるようになっている。CRM 機能では、CRM シ

ステムとして各担当者が個別に保有する顧客の情報を

一元管理することが可能。チャット機能では、ビデオ

通話機能だけでなく、電話帳に記録されている顧客に

PDF／写真／動画のファイルを直接送信することが可

能になっている。 

 同社が「bellFace」以外のサービスを展開するのは今

回の「bellMe」が初となる。本サービスは、「TestFlight」

という iOS アプリのテスター向け配信サービスを通じ

て一部の企業に提供される。正式リリースは 2021 年

初旬頃を予定している。 

 ベルフェイスは、既存のオンライン営業システムを

基軸に新しいコミュニケーションデータの活用を今回

の bellMe の開発を起点に創造していくという。 

 

 導入利用動向-国内            

■福岡銀行：「投信のパレット」オンライン

相談サービス開始、V-CUBE ミーティング 5

を採用 
（9 月 18 日） 

 株式会社福岡銀行（https://www.fukuokabank.co.jp/）

（福岡市中央区）は、「投信のパレット」オンライン

相談サービスを 10 月 5 日から開始する。サービス提

供には株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）

（東京都港区）の Web 会議サービス「V-CUBE ミーティ

ング 5」を採用した。 

 福岡銀行では、顧客の長期にわたる資産づくりをお

手伝いするために 2020 年 2 月に投信のパレットを開

始し、多くの顧客から好評を得ているという。 

 投信のパレットは、ふくおかフィナンシャルグルー

プが独自に開発した投資信託の分析・評価システムを

活用し、公平中立な評価に基づく優秀な投資信託を組

み合わせた、顧客一人ひとりにぴったりの資産運用プ

ランを提案するサービス。 

 今回発表したオンライン相談サービスを提供するこ

とで、福岡銀行店舗での相談に加え、自宅など顧客の

都合に合わせた場所で、タブレット・パソコン・スマー

https://www.fukuokabank.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://www.fukuokabank.co.jp/
https://jp.vcube.com/
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トフォンからオンライン相談サービスを通じて、投資

信託の専門担当者「投信コンサルタント」フェイスツー

フェイスで投信のパレットの相談や申込を受け付ける

ことが可能になる。 

 サービスは 10 月 5 日から開始だが、事前予約が必

要なため 9 月 28 日から相談予約の受付を始める。受

付は投信パレットコールセンター（TEL:0120-44-

8010）もしくは福岡銀行ホームページから行える。

サービス開始後の相談可能な日時は、銀行休業日を除

く 10 時～17 時 30 分。 

 

  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 
 

■ダイトロン株式会社 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■【Zoom Rooms x Poly】会議室での Zoom 利用を加速さ

せる Poly の最新ハードウェアご紹介ウェブセミナー～

Poly 社エキスパートによるデモを実施～ 

日時:10 月 2 日（金）12:00～12:45 

会場：オンライン 

主催：日商エレクトロニクス株式会社、 Poly 

詳細・申込：https://www.nissho-

ele.co.jp/event/zoom_webiner_poly_202009/index.html 

 
■Microsoft Teams の活用事例をご紹介！Microsoft Teams 

活用 ニューノーマルな働き方改革ウェビナー 

日時：10 月 6 日(火) 16:00～17:00 

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/4136#/ 

 
■with コロナ時代を生き抜く！ Web 会議効率化オンライ

ンセミナー 生産性向上に必要なソリューションや考え方

をお伝えします 

日時：10 月 15 日（木）13:30～16:10 

会場：オンライン 

主催：株式会社大塚商会  

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/region/20/1015vsf/ 

 
■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始める働き方改革 

日時：10 月 20 日（火）14:15～14:45 

会場：オンライン 

主催：株式会社大塚商会 

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/online/20/10b/?p=H13 

＊リコージャパン株式会社による講演です。 

 

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://www.nissho-ele.co.jp/event/zoom_webiner_poly_202009/index.html
https://www.nissho-ele.co.jp/event/zoom_webiner_poly_202009/index.html
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4136#/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1015vsf/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1015vsf/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/10b/?p=H13
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/10b/?p=H13
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■ブイキューブセミナー（10 月） 

「 待ったなし！ライン営業の始め方」 

「Zoom 導入検討者必見！Zoom「即」導入セミナー」 

「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！」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 

 

＜海外＞  

 
■ Zoomtopia 2020 

日時：10 月 14 日（水）～15 日（木） 

会場：オンライン 

主催：Zoom Video Communications 

詳細・申込：https://www.zoomtopia.com/ 

 

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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