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 製品・サービス動向-国内            

■ENWA：クラウド型 4K 画質・ステレオ高音

質 対 応 の 高 品 位 リ モ ー ト 試 写 シ ス テ ム

「CreatorVision」を発表 
（メール取材：9 月 25 日） 

 ENWA 株式会社（https://www.enwa.tv/）（大阪市

西区）は、4K 画質・ステレオ高音質対応の高品位リモー

ト試写システム「CreatorVision Ver. 2.0(クリエイター

ビジョン バージョン 2.0)」の提供を 10 月 1 日より開

始する。 

 CreatorVision は、従来、編集室にて行っていた CM

の試写会を 4K 画質・ステレオ音声のまま遠隔地で試

写会を行うことができるクラウド型リモート試写シス

テム。 

試写される CM 映像に対して、Web 会議の資料共有

と同じような、視聴中の書き込みなどアノテーション・

保存・拡大などの各種操作が行え、参加者の画面表示

には複数のレイアウトを用意している。Windows およ

び Mac に対応し、今後はスマートフォン・タブレット

からの視聴にも対応する予定という。 

 

リモート試写イメージ（ENWA） 

 ENWA は 2006 年に映像伝送システム「EyeVision」 

 

を発表して以来、放送・医療・防災の 3 つの分野を中

心に販売してきた実績がある。その経験を生かして

2017 年より最先端の技術を採用した映像伝送システ

ムの開発に着手し、高品質な「ライブ配信システム」

「ライブ視聴システム」「TV 会議システム」の基本シ

ステムを完成させた。 

 こういった背景の中、CreatorVision は、CM ポスト

プロダクションの株式会社デジタルエッグから「セ

キュリティを担保しながらリアルタイムで高画質の映

像が共有でき、かつ誰でも使えるようなシステムを作

れないか。」という高い要求仕様のオファーを受け、

約 2 年の歳月をかけ完成させ、今回の発表に至った。 

「CreatorVision では、TV 会議システムの中でプレ

ビュー画面をリアルタイムに共有できるが、CM 作成

用リモート試写システムとして求められる品質を実現

するために、TV 会議システムと高品質ライブ配信シス

テムを融合した。」（ENWA） 

 サーバーシステムは、映像品質と音声品質及び多拠

点試写を司る「プレビューサーバー」と、入室管理及

びセキュリティを担保する「TV 会議サーバー」から構

成される。 

 

CreatorVision のサーバー構成（ENWA） 

https://www.enwa.tv/
https://www.enwa.tv/
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CM 編集装置から出力される CM 映像は「送出用 PC」

からプレビューサーバーへインターネットを経由して

送信され、プレビューサーバーが TV 会議サーバーと

連動し、遠隔地での試写が行える仕組みを提供してい

る。 

 プレビューサーバーは、4K/1080p/720p/360p の

映像サイズに対応し、映像コーデックには H.264 を採

用した。一方、音声コーデックには Opus を採用して

いる。転送方式としては WSS（WebSocket Secure の

略）に対応した。 

 一方、TV 会議サーバーでは、映像コーデックとして

VP9、音声コーデックとして Opus に対応する。

WebRTC に対応しているサーバーとなる。さらに回線

品質追従型映像制御やソフトウェアエコーキャンセル

機能を搭載している。 

CM 映像は編集機から直接 SDI または HDMI で先述

の「送出用 PC」に出力することが可能となっており、

その PC にインストールされている専用アプリにより

高 品 質 な エ ン コ ー ド 処 理 を 行 い 、 転 送 方 式 に は

Youtube と同じコンテナ方式での転送を行うため、コ

マ落ちのないなめらかで低遅延な映像伝送を実現する

としている。また、リモート試写においては、編集室

の ク ラ イ ア ン ト モ ニ タ ー レ ベ ル の 画 質 （ 一 例 ：

1080p/30fps/6Mbps/遅延 600ms 程度）で、合成や肌

などの質感・ディテールのチェックが遠隔の画面から

行える品質を提供している。 

 

予約画面例（ENWA） 

リモート試写を行う際には、TV 会議や Web 会議と

同じようにまずは「仮想試写室」の作成と予約が必要

となる。基本的にクラウド TV 会議サービスでの会議

設定と予約の流れと基本的には同じだが特に参加者認

証の部分でセキュリティが強化されてるのがこのシス

テムの特長のひとつ。 

 
予約票と入室票（ENWA） 

リモート試写の主催者が「仮想試写室」の予約を行

うと、参加者に送付する「予約票」と「入室票」が作成

される。それらの票には、仮想試写室への参加情報が

記載されているが、予約票には「作品 ID」が記載され

ており、また、入室票には「入室パスワード」が別々

に記載されている。 

「セキュリティを考慮して、作品 ID とパスワードの

発行は別々に分ける形にした。たとえば、予約票につ

いてはメールで送り、パスワードについてはショート

メールといった運用を推奨している。」(ENWA) 

参加者が実際に、仮想試写室に入るためには、まず、

作品 ID で CreatorVision にログインする。そうすると

「予約会議室リスト」の画面が出てくる。その中から

該当する仮想試写室を選択し、入室パスワードを入力

する。 

すると、主催者側には参加者の入室が即座に通知さ

れる（都度通知）。しかし一方で参加者はまだここで

は仮想試写室の中に入った状態ではない。会議室の隣

の待合室で入室許可を待っているにいるような感じだ。 

なぜなら、CreatorVision はここでもう一段階の“認

証”の仕組みを入れているからだ。主催者は、ログイン

してきた参加者が正当な参加者であると確認できると
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「入室許可」として承認する。参加者はこれが得られ

ないと仮想試写室の中に入ることはできないように

なっている。 

作品 ID と入室パスワードの入力をまず求め、最後に

主催者の承認を得てからようやく入室ができるという

“三重の認証”でセキュリティを万全な形で設計した。 

一方、通信上で提供されるセキュリティについては、

基本データは SSL/TLS、TV 会議映像と音声は WebRTC、

プレビューの映像と音声は WSS 通信を採用している

ため高いセキュリティが確保されている。 

「セキュリティに優れ高品質しかも安心してリモー

ト試写を行える環境を CreatorVision は提供している。」

（ENWA） 

CreatorVision の月額費用は 8 万円～（6 拠点接続用

会議室の場合）となっている。また、エンコード用の

PC 及びビデオキャプチャーについては ENWA で準備

して販売あるいはレンタルする。視聴用の PC その他

に関しては導入企業の環境を利用する形になる。

ENWA によると販売目標は年間 50 セットを目指す。 

「ポストプロダクション業界での CM 制作・番組制

作及び撮影現場からの中継など、高い品質とセキュリ

ティを要求される分野でのリモート試写システムとし

ての利用だけでなく、コロナ禍で急速に普及したテレ

ワーク業務において多くの需要があるものと期待して

いる。」(ENWA) 

CreatorVision は、幕張メッセで開催される第 4 回映

像伝送 EXPO（10 月 28 日～30 日）のブース NO.66-

31 にて展示する。 

 

■キッセイコムテック：ペーパレス会議シス

テム「SmartDiscussion」、ビデオ会議シス

テム Zoom とのシステム連携の提供開始 
（9 月 30 日） 

 キ ッ セ イ コ ム テ ッ ク 株 式 会 社

（https://www.kicnet.co.jp/）（長野県松本市）は、同

社 が 提 供 す る ペ ー パ レ ス 会 議 シ ス テ ム

「SmartDiscussion」（スマートディスカッション）と

米 Zoom Video Communications 社が提供するビデオ

会議システム「Zoom」とのシステム連携を開発し、10

月 1 日より新バージョンの提供を開始する。価格は

オープン。 

     
Zoom とのシステム連携（キッセイコムテック） 

 SmartDiscussion は、Windows パソコンや iPad に会

議資料を電子配信して参照・共有するシステムで、会

議で使用する大量の資料を効率的に取り扱うことがで

きるところに特長がある。 

この特長を生かしてシステムを連携させ、Zoom で

映像と音声を伝達しつつ、会議資料は SmartDiscussion

で配信・共有することにより、オンライン会議におい

ても会議資料の視認性やメモ書きなどの操作性を損な 

うことなく会議を開催することができる。 

今回発表したシステム連携機能は、SmartDiscussion

の会議スケジュールから Zoom ミーティングを自動作

成すると共に、SmartDiscussion の会議参加に合わせて

Zoom ミーティング参加に必要な ID やパスワード情報

を連携してシステムを自動起動するもの。 

会議発表者の画面と会議参加者の画面を完全同期し

画像や動画ファイルも共有可能となっている。本機能

の利用により、簡単な操作で 2 つのシステムを併用し

てオンライン会議の利便性を大幅に向上させることが

できる。ただし、利用に際しては別途 Zoom のアカウ

ント登録（有料）と初期設定が必要となる。 

キッセイコムテックでは、With コロナ時代に対応し

た新たなワークスタイルに合わせた業務効率化と生産

性向上に寄与するシステムを提供していくとしている。 

https://www.kicnet.co.jp/
https://www.kicnet.co.jp/
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■Chatwork：Web 会議サービス「Zoom」の

販売を開始 
（PRTIMES：10 月 1 日） 

 Chatwork 株式会社（https://corp.chatwork.com/ja/）

（大阪府大阪市）は、Web 会議サービス「Zoom」の販

売を開始したと発表。 

 Chatwork は、ビジネスチャット「Chatwork」を提供

しており、民間企業、教育機関、官公庁など 285,000

社以上に導入されている（9 月末日時点）。7 月 30 日

には Zoom との連携を発表している。Chatwork から簡

単に Zoom ミーティングを始めることができる。 

 Chatwork との親和性が高いことから、今回、Zoom

の販売を開始することになった。同社が他社の SaaS

サービスの販売を行うのは初の取り組みとなり、販売

開始を記念して、契約初年度は 20％割引になるキャン

ペーン（10 月 1 日～12 月 15 日）も実施する。対象

は、Chatwork のビジネスプラン、またはエンタープラ

イズプランを新たに契約する企業およびすでに契約し

ている企業が対象となる。購入可能なライセンス数は

5 ライセンス数からとなっている。 

 同社は、このたびの Zoom の取扱いを通して、企業

が効率的かつ柔軟な働き方の実現ができるよう支援し

ていくとしている。 

※関連記事：2020 年 7 月 31 日号 

 

■テリロジーサービスウェア：各種 Web 会議

に対応しした「オンライン会議通訳サービ

ス」の提供開始 
（10 月 1 日） 

 株 式 会 社 テ リ ロ ジ ー サ ー ビ ス ウ ェ ア

（ https://www.terilogy.com/company/profile/service

ware.html）（東京都千代田区）は、テレワークやリモー

トでの会議が普及する中、新しい生活様式に合わせた

新たな取り組みとして、10 月 1 日より、「オンライン

会 議 通 訳 サ ー ビ ス 」 （ https://www.mieru-

tsuyaku.jp/onlinemtg/）の提供を開始する。 

 

オンライン会議通訳サービスのメリット 

（テリロジーサービスウェア） 

 今回発表したオンライン会議通訳サービスは、同社

が提供している多言語映像通訳サービス「みえる通訳」

で対応しているオペレーターの豊富な経験とナレッジ

を活かすことで、他社よりも低コストでありながら高

品質な通訳を提供することが可能となっている。 

 オンライン会議通訳で対応可能な言語は、英語、中

国語（北京語）、韓国語、フランス語、ベトナム語、イ

ンドネシア語で通訳方法は逐次通訳となる。また、対

応する Web 会議は、「Zoom」、「Skype」、「Google

ハングアウト」、「Microsoft Teams」、「Cisco Webex」、

「LiveOn」、「Mora Video Conference」、「V-CUBE」

などだが、可能な限り顧客の環境に合わせて対応する

としている。 

 2020 年 4 月より行っていた実証実験において、顧

客からいただいた要望を基に、会議の継続的な開催を

想定した「サブスク型」プランを用意した。 

 同社のサービスは、「スポットプラン」「サブスク

プラン」の 2 種類のプランを用意。そのため急な商談

で通訳が必要になった場合は、スポットプラン、毎月

の会議で通訳を利用したい場合はサブスクプランなど、

顧客のニーズに合わせてプランを選択できるようにし

ている。 

 通訳時間については、会議や商談会、研修などさま

https://corp.chatwork.com/ja/
https://www.terilogy.com/company/profile/serviceware.html
https://www.terilogy.com/company/profile/serviceware.html
https://www.mieru-tsuyaku.jp/onlinemtg/
https://www.mieru-tsuyaku.jp/onlinemtg/
https://corp.chatwork.com/ja/
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ざまなシーンを想定して、60 分、90 分、120 分と用

意しているため、顧客の環境に最適な利用時間の選択

が可能となっている。 

 

料金プラン（テリロジーサービスウェア） 

 スポットプラン、サブスクプランどちらでも、最短

で申し込みから 2 営業日後から利用できるようになっ

ている。加えて、有料のオプションでは、議事録の作

成や会議資料の翻訳も対応している。 

 テリロジーサービスウェアの担当窓口は、ソリュー

ション事業部オンライン会議通訳・みえる通訳担当。

株式会社テリロジーの 100%子会社。 

 

■Hmcomm:音声 AI による Web 会議の可視

化「ZMeeting」を販売開始 
（PRTIMES：10 月 1 日） 

 Hmcomm 株式会社（https://hmcom.co.jp/ ）（東

京都港区）は、Zoom などに代表される Web 会議シス

テムと独立して音声を可視化する「ZMeeting」を、販

売提携先経由で提供を開始するとともに、販売提携先、

システム連携先を幅広く募集する。 

 可視化ソリューションについては、従来の VMeeting

を Web 会議向けに改良した「ZMeeting」を 10 月 1 日

から一部機能と期間を限定した無償版で提供開始する。 

 最終的に搭載する機能は、音声認識・音声（検索）

再生、自動学習、単語登録、スマートフォン機能、ス

ケジュール連携など。オプションとして CRM 連携や

外部システム連携などがある。 

 

ZMeeting 基本機能（Hmcomm） 

 Hmcomm は、国立研究開発法人産業技術総合研究所

（茨城県つくば市）発ベンチャー。今後も音声認識・

自然言語処理技術はもちろん蓄積されたデータの分析

までの実現したソリューションを提供し、顧客ととも

に価値を創出していくとしている。 

 

■インテック：Microsoft クラウドサービス接

続 を 強化 する 「 Microsoft Azure Peering 

Service」の提供開始 
（10 月 11 日） 

 株式会社インテック（https://www.intec.co.jp/）（富

山県富山市）は、Microsoft クラウドサービス接続を強

化する「Microsoft Azure Peering Service」を 9 月 29

日より提供開始する。 

 Microsoft Azure Peering Service では、インターネッ

ト経由の利用が中心だった Microsoft 365 への接続を、

企業内閉域ネットワーク（WAN）からダイレクト接続

することで高い通信品質を確保するサービス。 

「Microsoft Teams を導入したがテレビ会議の映像

が止まってしまう」「Excel ファイルの起動に時間がか

かるようになった」などの課題を解決し、安定した通

信環境で快適なチームコラボレーションが実現できる。 

 サービス提供にあたっては、「Microsoft 365」向け

の通信を通常のインターネット通信経路と分離し、既

設のインターネット接続用機器（プロキシ）やファイ

ヤーウォールを経由せずに、Microsoft クラウドネット

ワークにダイレクトに接続する接続形態をとる。なお、

https://hmcom.co.jp/
https://www.intec.co.jp/
https://hmcom.co.jp/
https://www.intec.co.jp/
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既にオンプレミス環境が TIS インテックグループの

データセンターに設置されている場合は、データセン

ター経由で、迅速にサービスが提供可能となっている。

また、Microsoft 365 の利用が増えた場合も、顧客側の

既存設備の増強は不要という。 

 本サービスでは、単にダイレクト接続の手段を提供

するだけでなく、顧客の企業内閉域ネットワーク

（WAN）の現状分析とダイレクト接続を実施するため

に必要な設定変更などの立案を含むネットワークコン

サルティングや、顧客のセキュリティポリシー、コン

プライアンスに準拠するために必要な関連ソリュー

ションを同社がワンストップで提供する。 

 本サービスは、EINS WAVE（アインス ウエーブ）

シリーズの「統合型閉域ネットワークサービス」の新

たなオプションとして提供する。 

 利用価格は、50Mbps の帯域で月額 50 万円からの

提供となっている。 

 

 製品・サービス動向-海外         

■BT 社：グローバルに展開する同社のクラウ

ド型ビデオ会議マネージドサービスのポー

トフォリオに Zoom を追加 
（PRnewswire：10 月 8 日） 

 BT 社（https://www.bt.com/）（英国・ロンドン）は、

デジタルワークプレイス推進の一環として、同社が大

企業や多国籍企業などに提供しているクラウド型ビデ

オ会議マネージドサービスのポートフォリオに Zoom

を加えると発表した。 

BT 社は Zoom 社との合意により、Zoom 社のマネー

ジドサービスを提供する初のグローバル通信事業者と

なる。 

このマネージドサービスは、BT 社が展開するグロー

バルボイスネットワークとも統合されており、ユーザ

は、公衆インターネット、Global SIP、一般回線(PSTN)、

MPLS などの接続方法を選択することが可能。加えて、

暗号化、ユーザ ID 保護、閉域 MPLS 接続、専用のネッ

トワークゲートウェイ、エンドツーエンドの監視、強

化されたセキュリティ、導入サポートなどの豊富な

サービスを提供する内容となっている。さらには、会

議室向けの「Zoom Rooms」提供も含まれる。 

 Zoom 社のビデオ会議サービスを BT のマネージド

サービスを通して提供することで、大企業でも「Zoom 

Meetings」や「Zoom Phone」、Zoom Rooms のサービ

スや機能を十分に利用できる環境が整ったとしている。

また、今回の合意によって、Zoom 社の世界での事業展

開拡大や大企業向けの拡販にもつながると期待してい

る。 

 

■NVIDIA 社：Web 会議の映像品質向上、通

信品質の向上、視線補正、超解像度、リア

ルタイム翻訳などをクラウドで実現する、

GPU ア ク セ ラ レ ー シ ョ ン AI プ ラ ッ ト

フォーム「NVIDIA Maxine」を発表 
（10 月 5 日） 

 NVIDIA 社（https://www.nvidia.com/ja-jp/）（米国・

カリフォルニア州）は、Web 会議の映像品質などを向

上させる、GPU アクセラレーション AI プラットフォー

ム「NVIDIA Maxine」を発表した。 

 NVIDIA Maxine は、NVIDIA GPU をベースに、最新

のビデオ・音声・対話型 AI の機能を統合し、インター

ネットで最も多いトラフィックの発生元であるスト

リーミングビデオを強化するクラウドネイティブのス

トリーミングビデオ AI プラットフォーム。 

この NVIDIA Maxine を使用するビデオ会議／Web

会議サービスプロバイダーは、通信品質の向上、視線

補正、超解像度、リアルタイム翻訳、バックグラウン

ドノイズの除去など AI の新しい効果をユーザに提供

できるようになる。NVIDIA Maxine のモジュラー設計

https://www.bt.com/
https://www.nvidia.com/ja-jp/
https://www.bt.com/
https://www.nvidia.com/ja-jp/
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により、開発者は、AI の機能を選択して自社のビデオ

会議ソリューションに組み入れることが簡単にできる

という。 

この NVIDIA Maxine は、クラウドネイティブである

ため、アプリケーションは Kubernetes 環境で数十万の

ストリームに拡張できるマイクロサービスとして簡単

にデプロイできる。また、データはローカルのデバイ

ス（パソコンやタブレットなど）ではなく、クラウド

で処理されるため、エンドユーザーは特殊なハード

ウェアなしで新しい機能を実行させることが可能に

なっている。 

提供される主なもののいくつかを挙げる。 

まず一つ目は、帯域幅を減らしながら通信品質を向

上させることができる機能（Video compression）。

Maxine を使用する開発者は、最大で H.264 の 10 分の

１に帯域幅の使用量を削減することが可能となった。 

NVIDIA Research では、新型コロナウイルスの影響

からビデオ会議の活用が大きく広がる中、帯域幅のボ

トルネックを緩和する方法を模索していた。そこで

コーデックの代わりに AI によるニューラルネット

ワークを使用できるかもしれないと考えた。同社によ

ると、音声通話からビデオ通話にアップグレードでき

るといった、将来的には帯域幅の消費を桁違いに削減

することを期待している。 

 仕組みを簡単に説明すると、ビデオ会議の映像を送

信する場合、まずはリファレンス画像（ここまでは今

日の一般的なシステムと同じ）を送り、そして画像全

体のピクセルをストリーミングするのではなく、ユー

ザの目・鼻・口の周りの位置（キーポイント）に関す

るデータを送信する。それらを基に GAN（generative 

adversarial network）で、元の画像と顔の位置情報を

組み合わせて、その後の画像をローカル GPU で再構築

する形で実現する。この仕組みにより、ネットワーク

を経由して送信されるデータは格段に少なくなるとし

ている。 

 次の点は、顔の位置調整によって、通信中に相手と

正面から向き合っているように自動的に調整が行われ

る機能（Face Alignment）。視線補正によって、カメラ

がユーザの画面に向いていない場合でも、アイコンタ

クトがシュミレーションされる仕組みで実現している。 

 ３点目の機能としては、超解像度（Super Resolution）。

低解像度を高解像度のビデオにリアルタイムで変換で

きるもの。同社の公開している紹介ビデオによると、

360p 解像度のビデオ通話映像を 720p に変換してい

ることがわかる。これにより帯域幅が狭くてもユーザ

の通話体験を向上させることが可能になるという。さ

らに、バックグラウンドノイズを除去し、ユーザの顔

にカメラをフレームしてより、個人的な会話を行う機

能も追加できるとしている。 

 ４点目としては、Maxine ベースのアプリケーション

を使用できる NVIDIA Jarvis を使用して、最新の AI 言

語モデルを使った音声認識、言語理解および音声生成

を行う、仮想アシスタントを組み込むこともできると

いうところ。この仮想アシスタントは、発言の記録や

アクションアイテムの設定、人間のような声での質問

への回答などが行える。リアルタイム翻訳、クローズ

ドキャプション、文字越こしなどといった対話型 AI の

サービスにより、ビデオ会議の参加者は通信の会話内

容を理解することができるようになる。 

 NIVIDIA Maxine プラットフォームには、いくつもの

NVIDIA AI SDK および API のテクノロジが組み込まれ

ており、数十万のユーザに先進の AI 機能を提供したり、

また、需要予測が難しい数百人から数千人が同じ通信

に参加することを想定して、リアルタイムでの需要に

応じてサービスの拡張にも対応している。なお、

NIVIDIA Maxine で提供される、AI による音声、ビデ

オ、自然言語処理は、NVIDIA DGX システムでの数十

万時間のトレーニングを経て開発されている。 
 

※AI-Powered Video Conferencing with NVIDIA Maxine 

https://www.youtube.com/watch?v=eFK7Iy8enqM 

https://www.youtube.com/watch?v=eFK7Iy8enqM
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※NIVIDIA Maxine 

https://developer.nvidia.com/maxine 

※GAN がビデオ通話のジッターを解消 

https://blogs.nvidia.co.jp/2020/10/09/gan-video-

conferencing-maxine/ 

 

 ビジネス動向-国内             

■テレキューブサービスなど５社：「テレ

キューブ Web 会議センター」を期間限定で

オープン、「手ぶらで Web 会議」サービス

開始のほか、集合形式による設置で利用

ニーズの比較検証も行う 
（9 月 30 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）、株式会社

オカムラ、テレキューブ株式会社、株式会社ブイキュー

ブ、三菱地所株式会社の 5 社は、「テレキューブ Web

会議センター」を、10 月 1 日から来年 3 月 31 日の期

間、丸の内ビル（設置台数：9 台）・豊洲フォレシア

（設置台数：６台）にオープンした。急速に広まる Web

会議をする場所の受け皿となるべく、今般コア拠点と

して全ブースの中でも稼働率が高いところを選んだ。 

 今回オープンしたテレキューブ Web 会議センター

は、テレワーク・Web 面接時の課題解決に寄与する空

間の提供と、将来のさまざまな利用用途を見据えた利

用ニーズの検証、という２つの開設目的を持つ。 

 
テレキューブ Web 会議センター（ブイキューブ） 

丸の内ビルと豊洲フォレシアの２拠点では、誰もが

いつでもどこでも Web 会議に参加できる安全・快適な

テレワーク・Web 面接空間を提供するとともに、今回、

タブレット端末や Wi-Fi、ライティング機器を設置し、

PC がなくても参加者として Web 会議ができる「手ぶ

らで Web 会議」サービスも提供開始する。対応する

Web 会議サービスは「V-CUBE ミーティング」と「Zoom」

で、会議 ID を入力するだけで会議に参加することがで

きるようになっている。今後、「Microsoft Teams」に

も対応する予定という。 

 一方で、利用ニーズの検証という面では、従来の設

置スタイル（平均１～２台）とは異なる集合形式（９

台・６台）による利用ニーズの検証、そして、設置場

所２拠点間における比較検証（利用シーン・利用方法

など）を行う予定。 

 集合形式により予約枠を増やすことで予約を気にす

ることなく利用できる環境ニーズの検証と、これまで

は防音個室としてソロワークがメインの利用目的だっ

たテレキューブに、ユーザの声や社会的ニーズを踏ま

えて今般新たな設備（タブレット端末や Wi-Fi 等）の

追加などによるニーズの検証を実施する予定。 

これからの検証の中でユーザの声をくみ取りながら

商品をバージョンアップし、さまざまな利用用途の可

能性を検討していく予定という。 

 

■ブイキューブ：同社のライブ配信システム

がグリーの出席型バーチャル株主総会に採

用 
（10 月 14 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、同社のライブ配信システムが、グリー

株式会社（http://corp.gree.net/jp/ja/）（東京都港区）

が９月 29 日開催したハイブリット出席型バーチャル

株主総会に採用されたと発表。 

 ブイキューブが提供したのは、インターネット参加

の株主がリアル参加時と同様に議決権行使などが行え

る「出席型バーチャル株主総会ライブ配信システム」

ならびに運用サポート。 

https://developer.nvidia.com/maxine
https://blogs.nvidia.co.jp/2020/10/09/gan-video-conferencing-maxine/
https://blogs.nvidia.co.jp/2020/10/09/gan-video-conferencing-maxine/
https://telecube.jp/
https://jp.vcube.com/
http://corp.gree.net/jp/ja/
https://telecube.jp/
https://jp.vcube.com/
http://corp.gree.net/jp/ja/
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 グリーでは、昨年、ハイブリット“参加型”バーチャル

株主総会（補足：インターネットで傍聴のみ）を実施

したが、今年は、初のハイブリット“出席型”バーチャル

株主総会（補足：議決権行使などが行える形態）を実

施するにあたり、既存のシステムでは充足できなかっ

たさまざまな実運用に即した機能、運用サポートなど

をブイキューブとともに構築した。 

 

当日の会場の様子（ブイキューブ） 

 

インターネット参加時の画面イメージ（ブイキューブ） 

 ブイキューブは、グリーが目指すハイブリット出席

型バーチャル株主総会の実現に向け、株主認証、事前

の物理出席/インターネット出席の申込受付、事前質問

の受付、当日のインターネット出席株主からの質問受

付、議決権行使、拍手など一連の機能について要件定

義の時点から参画した。 

出席型のシステムを実現するためには、そのシステ

ム自体が“法的な会議体”として要求される要件を満た

す必要がある。 

今回構築に取り組んだ出席型では、一連の機能を通

じた参加株主とのコミュニケーションを円滑に実施で

きるよう工夫を凝らし、株主総会の運営事務局への負

担を極力増大させることなく当日の運用を可能にした。 

 その中で、インターネット出席株主により株主総会

中に行使された議決権の情報が、事前行使結果に集約

しやすい形式で提供される仕様になっており、株主総

会中であっても短時間かつ簡易な操作で集計を実現で

きた点も高評価を得たという。 

 一方、要件定義と並行し、当日の配信体制を検討し

構築した。具体的には、会場設備および株主総会全体

の機材環境を踏まえた回線・機器構成、当日のシナリ

オに沿った配信のスケジューリング、画面構成および

カメラワークの提案などを行った。さらに、前日や当

日のリハーサルにとどまらず、早期段階から運用サ

ポートを提供することで、グリーが目指す株主総会の

ビジョンを共有し、最適な提案体制を整備した。 

 これらにより、シナリオ変更を含め、運用面での大

小さまざまな相談やディスパッションを柔軟に実施で

きた点について高評価を得たという。 

 ブイキューブでは、出席型および参加型のバーチャ

ル株主総会を実現するためのハイブリット型バーチャ

ル株主総会専用ライブ配信サービスおよび事務方の負

担を減らす運用サポート提供を開始しており、2020 年

5 月開催分より、顧客の株主総会を支援している。コ

ミュニケーションの DX 推進カンパニーとして、ハイ

ブリット型バーチャル株主総会の実現を支援していく

としている。 
※経済産業省：ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガ

イドについて  

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20

200226001-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf
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 ビジネス動向-海外             

■Avaya 社：ビデオコラボレーションアプリ

「Avaya Spaces」とクラウド AI「NVIDIA 

Maxine」を連携、AI を活用した新しい会議

機能を提供 
（10 月 5 日） 

 Avaya 社（https://www.avaya.com/en/）（米国・カ

リフォルニア州）は、同社が提供するビデオコラボレー

ションアプリ「Avaya Spaces」に、NVIDIA 社が発表し

たクラウドネイティブ ストリーミング ビデオ AI プ

ラットフォーム「NVIDIA Maxine」を連携させること

を発表。 

 Avaya Spaces は、デジタルワークプレイス向けの

オールインワンビデオコラボレーションアプリ。日本

を含め約 100 カ国の企業、学校、政府などのさまざま

な組織で利用されており、分散した人々の間で、メッ

セージのやりとりやコラボレーション、あるいは、会

議やコンテンツ共有、タスク管理といったことが行え

るようになっている。 

 NVIDIA Maxine と Avaya Spaces を組み合わせるこ

とで、AI を活用した新しい会議機能を提供する。これ

により Avaya Spaces は、バックグラウンドノイズの除

去、仮想グリーンスクリーンの背景、プレゼンターを

プレゼンテーションコンテンツの上にオーバーレイで

きるプレゼンター機能、音声を認識して区別できるラ

イブ文字起こしなどを提供する。しかも、特別なハー

ドウェアを使用したりカメラを更新したりすることな

くユーザのデバイス要件を大幅に削減させつつ、高度

な機能を幅広く利用できるようになる。 

 Avaya Spaces のユーザはリアルタイム AI 機能を備

えたより魅力的なビデオ会議体験を楽しむことが可能

になるという。 

 

 

  PR                        

 

■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＞  

■Teams 活用ウェビナー（管理者編・利用者編） 

日時：10 月 19 日(月) 、10 月 23 日(金) など開催。 

日時ご確認ください。 

会場：オンライン 

主催：富士ソフト株式会社 

詳細・申込：https://www.fsi-ms-

solution.jp/information/webinar/Teams.html 

 
■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。 
 

■オフィスワーカーとテレワーカーを繋ぐ！ 

Surface Hub 2S セミナー 

日時：10 月 21 日（水）16：00～16：45 

会場：オンライン 

主催：株式会社内田洋行 

詳細・申込：

https://uchida.smktg.jp/public/application/add/1804 

https://www.avaya.com/en/
https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://www.fsi-ms-solution.jp/information/webinar/Teams.html
https://www.fsi-ms-solution.jp/information/webinar/Teams.html
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/10b/?p=H13
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/online/20/10b/?p=H13
https://uchida.smktg.jp/public/application/add/1804
https://www.avaya.com/en/
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■Microsoft Teams 基礎編 

日時：10 月 21 日(水) 11：00～11：45 

会場：オンライン 

主催：ダイワボウ情報システム株式会社 

詳細・申込： 
https://www.microsoft.com/ja-

jp/events/search/result.aspx?rg=online 

 
■【ウェビナー】Teams をさらに活用しましょう: オンラ

イン会議、通話、デバイス 

日時：10 月 26 日（月）12:00～13:00 

会場：オンライン 

主催：日本マイクロソフト株式会社 

詳細・申込： 
https://info.microsoft.com/JA-TeamMCD-WBNR-FY21-10Oct-26-

FY21Q2M365TeamworkJAWebinar1-

SRDEM45420_LP01Registration-ForminBody.html 

 
■これからのオフィスとコミュニケーションのあり方 

ニューノーマル時代のコミュニケーション変革 

日時：10 月 27 日(火) 14:00～14:50 

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/4302#/ 

 
■リコージャパンの働き方改革 コロナ禍を機にニュー

ノーマルに向けて取り組むべき事とは 

日時：10 月 28 日(水) 13:30～14:40 

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/4796#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■未来の働く場所 Mixed Reality 遠隔会議システム 

"WHITEROOM"活用事例のご紹介 [ウェビナー] 

日時：10 月 28 日（水） 12:00～13:00 

会場：オンライン 

主催：日本マイクロソフト株式会社 

詳細・申込： 
https://info.microsoft.com/JA-DTMNFT-WBNR-FY21-10Oct-28-

MixedReality-SRDEM42596_LP01Registration-ForminBody.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：11 月 6 日(金) 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/4730#/ 

 
■ブイキューブセミナー（10 月～11 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 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー 

日時：10 月、11 月日時ご確認ください。 

会場：オンライン 

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。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/events/search/result.aspx?rg=online
https://www.microsoft.com/ja-jp/events/search/result.aspx?rg=online
https://info.microsoft.com/JA-TeamMCD-WBNR-FY21-10Oct-26-FY21Q2M365TeamworkJAWebinar1-SRDEM45420_LP01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/JA-TeamMCD-WBNR-FY21-10Oct-26-FY21Q2M365TeamworkJAWebinar1-SRDEM45420_LP01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/JA-TeamMCD-WBNR-FY21-10Oct-26-FY21Q2M365TeamworkJAWebinar1-SRDEM45420_LP01Registration-ForminBody.html
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4302#/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4796#/
https://info.microsoft.com/JA-DTMNFT-WBNR-FY21-10Oct-28-MixedReality-SRDEM42596_LP01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/JA-DTMNFT-WBNR-FY21-10Oct-28-MixedReality-SRDEM42596_LP01Registration-ForminBody.html
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/4730#/
https://jp.vcube.com/event/all
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
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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