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 製品・サービス動向-国内            

■サムライズ：アドビ社製 Web セミナーシス

テムの最新バージョン「Adobe Connect 11」

を提供開始、Flash から HTML5 への移行、

新しい統一 UI、新機能 
（＠Press：2020 年 12 月 22 日） 

 株式会社サムライズ（https://www.samuraiz.co.jp/）

（東京都品川区）は、アドビ社製 Web セミナーシステ

ムの最新バージョン「Adobe Connect 11」を、2020 年

12 月 22 日より提供開始する。 

 Adobe Connect は、2004 年の発表以来、世界中で活

用されている Web セミナーシステム。今回のリリース

の目的のひとつは、「Adobe Flash Player」の更新と配

布の終了が 2020 年末に迫り、HTML5 への完全対応

がある。つまり、前バージョンの Adobe Connect 10 で

は一部の機能で Adobe Flash Player を必要としていた

が、Adobe Connect 11 になり Adobe Flash Player を一

切必要としない製品となった。 

  
Spectrum デザイン管理システムを活用したデザイン 

（サムライズ） 

 またもうひとつの目的は、ユーザインターフェイス

（UI）の一新と新機能の追加がある。Adobe Connect 

11 では、ブラウザ版とアプリケーション版ともに新し

いユーザインターフェイスが導入された。 

  

 

Adobe Connect 11 の新しいユーザインターフェイ

スは、アドビ社の最先端の Spectrum デザイン管理シ

ステムに基づいて作られており、モダンで直感的、シ

ンプルでレスポンシブなユーザインターフェイスと

なった。セミナー主催者、プレゼンター、参加者が同

一のユーザインターフェイスで会議に参加することが

可能になったとともに、従来の多彩な機能をそのまま

活用しながら処理機能の高速化を実現した。 

 そのほか、今回発表された主な新機能は以下の通り。 

（１）小会議室（ブレイクアウトルーム）。小会議

室機能により、参加者全体を複数の小さなグループに

分割することができる。この度のアップブレードによ

り小会議室の名前を付けたり、自動的に参加者を任意

の小会議室に割り当てる機能が追加された。 

 
多彩なポッドの新しいユーザインターフェイス 

（サムライズ） 

 （２）ボットの新機能。ボットとは、Adobe Connect

の多彩な機能を利用するためのインターフェイス上に

存在する小型のウインドウを指す。Adobe Connect で

は、Web カメラを表示するビデオポッド、参加者一覧

できる参加者ポッドなどさまざまなポッドが備わって

いる。Adobe Connect 11 では、それらのポッドのユー

ザインターフェイスが簡素化され、機能がわかりやす

https://www.samuraiz.co.jp/
https://www.samuraiz.co.jp/
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く、使い易くなった。 

 （３）インターフェイスレイアウト管理の新機能。

Adobe Connect 11 から Web セミナー画面レイアウト

を管理する機能が向上した。ポッドを画面上に自由に

配置し、主催者の好みに応じたレイアウトを作って保

存することができるようになった。 

 （４）Web セミナー運営システム機能の新機能。録

画を忘れるのを防ぐリマインド機能や動画バッファリ

ング機能が付いた。動画バッファリング機能により参

加者端末で動画再生の際に動画データを保持すること

ができ、VOD 動画のより深い視聴体験をサポートする。 

 （５）字幕 VOD 動画と多言語音声 VOD 動画の再生。 

Adobe Connect 11 では、字幕トラック（VTT 形式）

VOD 動画と多言語音声トラックつき VOD 動画を再生

することができるようになった。世界各地からの参加

者でも字幕を見て動画を視聴しあい、好みの音声言語

で VOD 動画を視聴できるようになった。 

 
字幕・多言語音声トラックつき VOD 動画イメージ 

（サムライズ） 

 

■アイシーティリンク：Zoom 対応 Web 会議

ソリューション取り扱い開始 
（DreamNews:2020 年 12 月 16 日） 

 ア イ シ ー テ ィ リ ン ク 株 式 会 社

（https://www.ictlink.jp/）（東京都千代田区）は、こ

れまで取り扱いのあった Yealink Network Technology

社の Microsoft Teams 向け Web 会議・リモートワーク

製品に加え、新たに同社の Zoom 向け製品の取り扱い

を 12 月 15 日より開始した。 

 

 
Yealink 社製品（アイシーティリンク） 

 アイシーティリンクは、2016 年 10 月に設立。

Yealink 社の日本総代理店・正規日本ディストリビュー

ターである株式会社ブロディライトの正規代理店とし

て Yealink 社製品の取り扱いを行っている。 

Yealink 社は、中国福建省の厦門市で 2001 年に創業

した企業。約 1277 人の従業員のうち、半数以上が研

究開発の技術者で、製品技術の高さやデザインへのこ

だわりを持つプロフェッショナルな技術者集団。 

 コロナウイルス対策としてリモートワークが推進さ

れ続ける昨今において、Zoom の Web 会議サービスは

企業、学校を問わず幅広く利用されており、今なお利

用数は増加しているため、さらなる業務効率化や働き

方改革の支援を進めるため、Microsoft Teams 向け製

品に加え、今回 Zoom 向け会議製品も取り扱いを開始

した。 

 

■ドコモ・システムズ：リモートミーティン

グサービス「letaria(レタリア)」のβ版提供

開始、正式リリースは 2021 年春頃を予定 
（PRWire：2020 年 12 月 24 日） 

 ドコモ・システムズ株式会社（https://www.docomo-

sys.co.jp/）（東京都港区）は、2020 年 12 月 24 日よ

https://www.ictlink.jp/
https://www.docomo-sys.co.jp/
https://www.docomo-sys.co.jp/
https://www.ictlink.jp/
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り、リモートミーティングサービス「letaria(レタリア)」

のβ版（https://ddreams.docomo-sys.co.jp/letaria/）の

提供を開始する。 

 letaria は、同社のクラウド型 WEB 会議システム

「sMeeting（エスミーティング）」の進化版としてよ

りインタラクティブなビデオミーティングの機能も搭

載した、資料会議・映像会議の両方をワンパッケージ

で実現するリモートミーティングサービス。 

 簡単な操作で、カジュアルなビデオコミュニケー

ションに最適な「映像モード」とペーパレスに資料を

共有できる「資料モード」を切り替えられ、1on1 のよ

うな映像中心のミーティングから資料を主体とする検

討会議まで、リモートミーティングを効率化するだけ

でなく、より快適に発展させることに貢献するとして

いる。 

 また、ゲストを招待してのミーティング開催のほか、

組織（グループ）に招待したメンバーなら誰でもより

簡単にメンバー同士のミーティングを開催できる。

Windows や Mac のほか、Chromebook のパソコンか

らは Chrome ブラウザで、あるいはスマートフォンや

タブレットを使う場合はモバイル用アプリで利用でき

るようになっている。 

 letaria のβ版は無償にて全ての機能を利用できるが、

製品版リリース後は有料での提供となる。正式リリー

スは 2021 年の春頃を予定している。 

 

■三友：KANDAO 社製オールインワン 360°

オンライン会議システム「Kandao Meeting 

Pro」の日本国内での取り扱いを開始 
（＠Press:2020 年 12 月 15 日） 

 三友株式会社（https://www.mitomo.co.jp/）（東京

都品川区）は、KANDAO 社製オールインワン 360°オ

ンライン会議システム「Kandao Meeting Pro」の日本

国内での取り扱いを開始、2021 年 1 月中旬より販売

を開始する。三友は、映像情報設備の企画開発・施工

を手がける、KANDAO 社の日本国内における正規販売

代理店。 

Kandao Meeting Pro（三友） 

 Kandao Meeting Pro は、現在

販 売 さ れ て い る Kandao 

Meeting の上位機種となる。

Kandao Meeting は、360°カメ

ラと、無指向性マイクを 8 つ、

そしてスピーカーフォンを搭

載したオールインワンの Web

会議用カメラ。 

 AI を活用した「音声認識」と

「顔認識」機能により、Kandao Meeting Pro に搭載さ

れ た 360 ° カ メ ラ （ 1920x1080@30fps ／

1280x720@30fps）は発言者を自動選択し、テレビ会

議の臨場感を演出し、多人数会議での円滑なコミュニ

ケーションを実現するとしている。8 つの内蔵マイク

を搭載し、集音範囲は 5.5 メートル。 

 また、Kandao Meeting Pro では、コンパクトなボディ

に Android OS を搭載し、PC を介さずにスタンドア

ローンでオンラインミーティングに参加できるように

なった。 

さらに、一般的なカメラと PC を USB で接続して使

用する「USB 接続モード」と、PC を経由せずに Kandao 

Meeting Pro とモニターのみで使用する「Pro モード」

を提供する。なお、ネットワークへの接続は有線 LAN

と WiFi から選べるようになっている。 

 その他、360°表示モード・画面ロックモード・画面

分割モードなどさまざまな画面表示、また、異なる会

議ソフトに対応できる 1080p および 720p の解像度

出力などにも対応している。 

リモコンは専用の Bluetooth リモコンが付属されて

いる。電源のオンオフ、会議ソフトウェアの切替、ビ

デオモードの切替、ミュート、音量の増減、会議中の

ビデオ録画の開始などの操作が行える。 

https://ddreams.docomo-sys.co.jp/letaria/
https://www.mitomo.co.jp/
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/letaria/
https://www.mitomo.co.jp/
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 価格は 96,000 円（税別）。販売開始は 1 月中旬。 

 

■サンワサプライ：4K 対応の WEB カメラ

「CMS-V52S」を発売 
（PRTIMES：1 月 8 日） 

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

（岡山県岡山市）は、複数人での Web 会議に最適な広

角レンズを採用した 4K 対応の WEB カメラ「CMS-

V52S」を発売した。 

 
会議用ワイドレンズカメラ「CMS-V52S」 

（サンワサプライ） 

 CMS-V52S は、広角レンズを搭載した 4K 対応 WEB

カメラ。左右 90°までの広視野角のワイドレンズに、

最大 3840x2160 ドットの 4K 撮影ができる 850 万画

素のカメラ、また、1～30 段階で調整できるズーム機

能を搭載し、ボタンを 1 回押すことで 1 段階設定を変

更できるようになっている。最大倍率は 5 倍。レンズ

にはカバーが付属している。 

 また、本体には、アクティブノイズキャンセル機能

に対応した好感度デュアルマイクを搭載しており、周

囲の余分な雑音を遮断し、通話先にクリアな音声を届

ける。 

 ケーブル長は 3ｍで、パソコンから離れた場所に本

製品を設置することが可能。本体は着脱可能な Type-C

ケーブルを採用しており、長さの異なるケーブルの付

け替えが可能となっている。 

 本体下部のスタンド部分は角度調節が可能で、三脚

取り付け穴には市販のカメラ用三脚に取り付けが行え

るようになっている。なお、サンワサプライが提供し

ている WEB カメラ用卓上スタンド「CMS-STN1BK」に

取り付けることも可能。 

 標準価格は、27,800 円（税別）。 

 

■ソースネクスト：ミーティングオウル プロ

の無料アップデート実施、連結機能の追加

によりマイクの認識可能範囲が拡大 
（2020 年 12 月 21 日） 

 ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社

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

2020 年 12 月 21 日より、同社が販売する会議室用

web カメラ「Meeting Owl Pro（ミーティングオウル 

プロ）」を 2 台連結できる機能を追加した、最新のソ

フトウェアを提供開始する。 

 Meeting Owl Pro は、360°カメラとエコーキャンセ

リングマイク、スピーカーを搭載した会議用 web カメ

ラ。360°カメラが全体を映し出すとともに、AI が声

や動きを 360°の広範囲で認識し、発言者に自動

フォーカスするといった特長がある。 

今回発表された 2 台連結機能の追加により、マイク

の認識可能半径が、1 台使用時より、約 2.5m 拡大され

る形になる。2 台のペアリングにより連結し、マイク

の認識可能半径が拡大する仕組み。大きな会議室での

会議や、教室での授業に便利な機能で、AI が発話者を

より直接映している方のカメラを自動で判別するため、

発話者の表情がより見やすくなる。 

 なお、Meeting Owl Pro は、2020 年 7 月の発売以

降、約 4 ヶ月半の 12 月 17 日時点で、累計出荷台数

（サンプル等除く）が 6,000 台を突破したという。今

後も製品の性能や使い勝手の向上を追求していくとし

ている。 

 

https://www.sanwa.co.jp/
https://www.sourcenext.com/
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.sourcenext.com/
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 ビジネス動向-国内            

■東日本旅客鉄道：新幹線車内でのリモート

ワークのニーズ対応のため、Web 会議が行

える新幹線オフィスの実証実験を実施 
（2020 年 12 月 22 日） 

 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）は、新幹線車内での

リモートワークのニーズ対応のため、新幹線オフィス

の実証実験を 2 月に実施すると発表。 

 

リモートワーク推奨車両例（JR 東日本） 

 

新しい働き方のイメージ（JR 東日本） 

 新幹線の座席では携帯電話などでの通話を遠慮して

いただいているが、実証実験を行う列車については

Web 会議にも対応できる、通話が可能な車両を 1 両設

定（リモートワーク推奨車両）する。また、今回の実

証実験に合わせて各企業と連携し、個別の通信ルー

ター貸出など、快適で効率的なリモートワークを行う

ためのツールを試せるとしている。 

 期間は、2 月 1 日（月）～2 月 12 日（金）までと 2

月 15 日（月）～2 月 26 日（金）。対象列車は一部の 

上り下り線の「はやぶさ」もしくは「やまびこ」で実

施する。 

 新幹線オフィス対象列車の利用に必要な乗車券、新

幹線特急券をもつ乗客がリモートワーク推奨車両を利

用することができるが追加料金は不要となっている。

なお、乗車中の一部時間などでも利用も可能という。 

 JR 東日本は、グループ経営ビジョン「変革 2027」

のもと、輸送サービスにおける新たな付加価値の提供

を目指しており、実証実験によって得られた結果から、

移動中の社内においても快適に仕事ができる新幹線オ

フィスの検討を進め、新たな働き方を目指す。 

今回の実証実験結果で得られる顧客の動向や利用に

おける課題をもとに、今後さらに快適な新幹線でのリ

モートワーク環境を提供できるよう検討をする。また、

新幹線の移動において、リモートワーク環境だけでな

く、輸送サービスにさまざまな付加価値を提供できる

よう、次世代のサービス検討をさらに進めていくとい

う。 

 

■新潟県：Zoom 日本法人と包括連携協定を

締結 
（2020 年 12 月 18 日） 

 新潟県（https://www.pref.niigata.lg.jp/）は、ビデオ

会 議 シ ス テ ム 「 Zoom 」 を 手 が け る Zoom Video 

Communications 社の日本法人である ZVC Japan 株式

会社（https://zoom.us/）（東京都千代田区）と包括連

携協定を締結すると発表。 

 今回の包括連携協定は、秋田県と ZVC Japan が相互

の連携を強化し、地域社会の活性化および県民サービ

スの向上を図ることを目的としている。 

 想定している取組としては、起業・創業の促進、事

業承継の促進、オンラインによる経営指導・相談や商

談会の促進、観光プロモーションやワーケーションの

推進、UI ターンなど定住促進、県庁内の ICT 化推進、

県内市町村への ICT 化推進といった幅広い分野で、

Zoom を活用した地域課題の解決に取り組む。 

 具体的な取組内容については、現在、ZVC Japan と

https://www.jreast.co.jp/
https://www.pref.niigata.lg.jp/
https://zoom.us/
https://www.jreast.co.jp/
https://www.pref.niigata.lg.jp/
https://zoom.us/
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調整を進めており、今後、実施可能なものから随時取

り組んでいくとしている。 

 

■オルツ：新潟県と Zoom 日本法人との包括

連携協定に共同事業者として参画 
（2020 年 12 月 24 日） 

 株式会社オルツ（https://alt.ai/）（東京都港区）は、

新潟県（https://www.pref.niigata.lg.jp/）と ZVC Japan

株式会社（https://zoom.us/）（東京都千代田区）との

包括連携協定の締結に対し、共同事業者として参画す

ると発表。 

 この連携協定において、新潟県の、産業や観光、定

住促進など幅広い分野で、Zoom を活用した地域課題

の解決に取り組むとしている。 

 オルツは、デジタルクローン技術による P.A.I.（パー

ソナル人工知能）「Alt(オルツ)」など人工知能及び人工

知能関連技術の研究・開発、関連するサービスのコン

サルティングなどを提供している。パーソナル人工知

能とは、私たち自身の意思をデジタル化し、それをク

ラウドに配置してあらゆるデジタル作業をそのクロー

ンにさせることを目的とした AI。 

 

■Vonage 社：Vonage がオンライン営業シス

テムを提供するベルフェイスのビデオ通話

ソリューションを強化 
（businesswire：2020 年 12 月 14 日） 

  Vonage 社（https://www.vonage.sg/）（シンガポー

ル）は、同社が提供する「Vonage Video API」がオン

ライン営業システム「bellFace」を提供する日本企業ベ

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

京都渋谷区）のビデオ通話ソリューションで活用され

ていることを発表した。 

 ベルフェイスは、コンサルティング、レポーティン

グ、アナリティクス機能を備えた使いやすく直感的な

ビデオ通話サービスを提供し、企業の営業チームと顧

客サポートチームが営業成績と生産性を最大化できる

ようにしている。 

 Vonage Video API は、どのようなモバイル、ウェブ、

デスクトップのアプリケーションにも簡単に組み込む

ことができ、企業はカスタマイズされた拡張性のある

ビデオ体験を構築し、効率的なコンサルティング、営

業プロセス、顧客サービスを実現できる。ベルフェイ

スのプラットフォームに統合された API により、ユー

ザは他社製のビデオ会議ソフトウェアをインストール

したり契約したりすることなく、オフラインの営業活

動をオンライン向けにスムーズに移行できる。 

 「Vonage Video API は、顧客の需要や成長に合わせ

て拡張できるだけでなく、柔軟にサービスを提供でき

るため、事業の拡大を支える戦略的な投資を行うこと

ができるようになる。ベルフェイスのような成長企業

に大きな価値を提供する。」（Vonage） 

 2015 年にリリースされたオンライン営業システム

「bellFace」は 2,500 社以上の企業で利用されている。

アプリインストール、URL 発行などの準備が不要で、

瞬時に接続できる。bellFace で行った商談のデータを

チームで共有したり、分析することで、営業組織のマ

ネージメントを効率化できることが最大の特徴。 

 パンデミックでビデオ通話ツールの利用が大幅に増

加した。それを受けて、ベルフェイスは 2020 年 3 月

から 5 月まで 3 ヶ月のサービス無償提供を開始した

が、その間の問い合わせは約 1 万 2000 件となり、オ

ンライン商談への関心が加速度的に高まっているとい

う。 

 Vonage コミュニケーションプラットフォームは、

100 万人以上の開発者が登録しており、プログラム可

能な音声、映像、メッセージング、電子メールの完全

なサービスをアジア太平洋市場および世界の先見性の

ある企業に提供している。 

 

https://alt.ai/
https://www.pref.niigata.lg.jp/
https://zoom.us/
https://www.vonage.sg/
https://corp.bell-face.com/
https://alt.ai/
https://www.pref.niigata.lg.jp/
https://zoom.us/
https://www.vonage.sg/
https://corp.bell-face.com/
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 ビジネス動向-海外            

■Zoom 社：シンガポールに R&D センター開

設し数百人規模のエンジニア雇用を計画、

既存データセンターの容量を 2 倍にし、ア

ジア太平洋地域でのサービス強化を図る 
（2020 年 12 月 15 日） 

 Zoom Video Communications 社（https://zoom.us/）

（米国・カリフォルニア州）は、新しい R&D センター

を開設することにより、シンガポールでのプレゼンス

を拡大すると発表した。 

 Zoom 社はこのシンガポールにおいてこれまで 2 年

間事業を展開してきた。今回のシンガポールでの R&D

センターの立ち上げは、世界の複数の場所で最先端の

通信技術を開発するという Zoom 社の戦略の一環とな

る。この開設により、米国、インド、中国にある Zoom

の既存の R&D センターを補完し、カリフォルニア州サ

ンノゼに本社を置く Zoom のエンジニアリングリー

ダーシップをサポートする。開設にあたって、同社で

は何百人もの主要なエンジニアを雇用するという。 

 加えて、シンガポールの既存のデータセンターの容

量を 2 倍にする。この拡張により Zoom の優れたエク

スペリエンス、セキュリティ、および信頼性がアジア

太平洋地域のユーザに保証されるとしている。 

 

■Zoom 社：「Zoom Phone」サービスの 100

万契約を達成 
（1 月 12 日） 

 Zoom Video Communications 社（https://zoom.us/）

（米国・カリフォルニア州）は、同社の「Zoom Phone」

サービスの 100 万契約を達成したと発表した。 

 Zoom Phone は、あらゆる規模と業界の企業向けの

最新の電話ソリューション。ビジネス電話システムの

機能を備えつつ、デスクトップデバイスとモバイルデ

バイスの両方で最新のユニファイドコミュニケーショ

ンエクスペリエンスを提供する。Zoom のユニファイ

ドコミュニケーションプラットフォームのコア製品で

あり、「Zoom Meetings」、「Zoom Chat」、「Zoom 

Rooms」、「Zoom Video Webinars」も含まれる。Zoom 

Pro 以上のユーザへアドオンとして用意されている。 

 「革新的な価格設定モデルと 44 の国と地域で広範

な可用性のおかげで、世界中の多くの中小企業や大企

業の顧客まで魅力的なオプションとなった。」（Zoom

社） 

 

 技術動向-国内              

■金沢工業大学：同大学 坂知樹助教がオンラ

インでも視線を合わせながらの会話を可能

にする Web 会議システムを発明、今後企業

との連携を進めていく 
（12 月 15 日） 

 金沢工業大学（https://www.kanazawa-it.ac.jp/）（石

川県野々市市）は、同大学情報フロンティア学部メディ

ア情報学科 坂知樹 助教（専門：画像処理、医用画像

処理）が、オンラインでも視線を合わせながらの会話

を可能にする Web 会議システムを発明したと発表。当

発明は令和 2 年 12 月 11 日に特許出願済み（特願 

2020-205631）。 

 新型コロナウイルス感染症がきっかけとなり、テレ

ワークやネット授業が日常的になった。だが一方で、

一般的に使用されている Web 会議システムは、相手の

顔が見える画面とカメラが違う位置にあるため、対面

と違いユーザ同士の視線が合わず、違和感を覚えてし

まうケースが多いという課題があるという。 

 今回発明されたシステムは、画面の両脇（左右もし

くは上下）に置かれたカメラ（次ページ、金沢工業大学）

で画面中央に“仮想カメラ”を生成し、ユーザを正面か

ら撮影したような映像を仮想的に表示するもの。画面

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/
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中央に位置する仮想カメラより撮影された画像は「ス

テレオマッチング」という技術を応用しているという。 

 

 ステレオマッチングとは、人間が左右の目でモノを

立体的に見る仕組みと同様に、左右のカメラで撮影し

た 2 枚の 2 次元画像から視差を推定し 3 次元の情報を

推定する手法。 

 本発明では、このステレオマッチング技術を用いて、

2 台のカメラの中間に位置する「仮想カメラ」が撮影

した映像を推定する。仮想カメラより撮影された画像

を画面に表示することで、ユーザは画面内に映る会議

相手と視線が合う仕組み。 

 
仮想カメラにより視線を合わせながらの会話を可能にする 

                （金沢工業大学） 

 画面の相手と目線を合わせながら違和感なくコミュ

ニケーションができるため、テレワークにおけるテレ

ビ会議システムや Web 面接システムでの実用化が期

待されるとしている。また、視線のずれなく鏡を見る

ように写真撮影が可能になるため、証明写真などの分

野でも新規需要が見込まれるという。 

 当システムの実用化に向けて今後、企業との連携を

進めていくという。 

 

 導入・利用動向-国内              

■テレキューブサービス：コンビニエンスス

トア内初、セブンイレブン飯田橋升本ビル

店に個室型スマートワークブース「テレ

キューブ」を設置 
（2020 年 12 月 29 日） 

 ブイキューブの関連会社である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、セブンイレブン飯田橋升本ビル店に設置場所とし

て国内で初めて、コンビニエンスストアに個室型ス

マートワークブース「テレキューブ」を実証実験とし

て設置する。2020 年 12 月 30 日よりサービスを開始。 

 テレキューブサービスは、静かで、集中でき、声も

出すことができる快適なテレワーク環境の構築を目指

し、個室型スマートワークブース テレキューブを、

2019 年 8 月の設立以来、公共の場に展開してきた。

これまでに、オフィスビルや鉄道駅、商業施設など、

さまざまな生活に密着した場にテレキューブを設置す

ることで、テレワークの場所がないという課題解決に

取り組んできた。 

 
セブンイレブン飯田橋升本ビル店に設置された 

テレキューブ（テレキューブサービス） 

 今回、そのような場として、テレキューブサービス

は、地域社会の生活のインフラにもなっているセブン

イレブン飯田橋升本ビル店にコンビニエンスストアと

して初めてテレキューブを設置。コンビニエンススト

https://telecube.jp/
https://telecube.jp/
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アにおけるテレワークニーズの実証実験を開始した。

生活のインフラであるコンビニエンスストア内で展開

することで、Web 会議のワークスペースを探すビジネ

スパーソン、面接や趣味・学びの時間を過ごすプライ

ベートスペースを必要とする方の課題解決を支援でき

ると考えている。 

 設置するテレキューブは、快適なテレワーク環境を

提供すると同時に、個室型での展開、１分以内での筐

体内完全換気機能の搭載、さらに、菌やウイルスを不

活性化する「まるごと抗菌コーティング」の施工によ

り、できうる限りの感染対策を実施することで、より

安心かつ快適な仕事環境を提供する取り組みを続けて

いる。 

 今後も、テレキューブサービスは、社会ニーズに沿っ

たより良いテレワーク環境、プライベート空間を提供

し、快適で豊かな生活への寄与に取り組んでいくとし

ている。 

 

■ベルフェイス：全国の行政機関で初、大阪

府が「bellFace」を試験導入 
（PRTIMES：2020 年 12 月 18 日） 

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

（東京都渋谷区）は、大阪府の公民戦略連携デスクが

「bellFace」を 12 月 1 日より試験導入したと発表。 

 大阪府では、これまで「大阪の成長戦略」などを策

定し、大阪の成長に向けた取り組みを進めてきたが、

2020 年の新型コロナウイルスの感染拡大により、イ

ンバウンドの喪失や雇用環境の悪化など大阪経済や府

民生活に甚大な影響が発生した。そこで、企業・大学

などの一元窓口である大阪府公民戦略連携デスクでは、

コロナ禍におけるオンライン会議の急速な普及などに

よ る ニ ュ ー ノ ー マ ル な 働 き 方 に 対 応 す る た め 、

bellFace を試験導入し、業務改善・作業効率化を図る。 

 今後、大阪府はテレワークにおける働き方の利便性

を高めたり、働き方改革・健康経営に関するオンライ

ンセミナーなどを予定している。 

 

  PR                        

 

■ダイトロン株式会社 
 

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

■アバー・インフォメーション株式会社 
 

 
https://jp.aver.com/solution/learning-and-

consulting/remote-consulting 
 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■ブイキューブセミナー（1 月～2 月） 

「実践！Zoom ウェビナー～ウェビナー開催のコツや運用

の 5 つのポイントを伝授～」「徹底解説！失敗しないウェ

ビナーツールの選び方」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 

 

https://corp.bell-face.com/
https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://jp.vcube.com/event/all
https://corp.bell-face.com/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              10/10                      Vol.23 No.1 January 15, 2021 
 

 

■Webex Meetings 関連ウェビナー（2021 年 1 月～2 月） 

日時：日時ご確認ください。 

会場：オンライン/オンディマンド 

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。 

  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 
 

 

 

  編集後記               

 

 今年 2021 年第一号の発行です。この CNA レポー

ト・ジャパンを事業として開始したのは 2001 年 7 月。

今年 7 月で 20 周年を迎えます。大変微力ながら今年

も少しでも皆様のお役に立てる情報発信を行えればと

思っております。 

 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

       CNA レポート・ジャパン  

橋本啓介 

 
CNAレポート・ジャパン 2021年1月15日号おわり 

ホームページ: http://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 
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http://cnar.jp/cna/event-r.html
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