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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. 23 No.2 2021 年 1 月 31 日 

製品・サービス動向-国内

■ロジクール：会議用カメラ・スピーカー・

マイク・コンピューティングが一体となっ

た一体型タイプの法人向けビデオ会議シス

テム「Rally Bar」と「Rally Bar Mini」を発

表
（オンライン発表会取材：1 月 20 日）

 株式会社ロジクール（https://www.logicool.co.jp/ja-

jp）（東京都港区）は、会議用カメラ・スピーカー・マ

イク・コンピューティングが一体となった一体型タイ

プの法人向けビデオ会議システム「Rally Bar」と「Rally

Bar Mini」を発表、既存の「MeetUp」などの会議用カ

メラのラインナップを強化する。加えて、会議用カメ

ラ用コンピューティングアプライアンス「RoomMate」、

ケーブル「CAT5E キット（ロジクール TAP 用、最長

40m まで延長可能）」、CAT5E 対応・タッチコントロー

ラ「ロジクール TAP CAT5E 版」も発表した。

「今回発表した新製品は、MeetUp や Rally の代わり

ではなく追加製品という位置づけ。カバーできていな

い会議サイズを補うことを目的としている。」（ロジ

クール）

  Rally Bar、Rally Bar Mini(ロジクール) 

ビデオ会議機器のセットアップ、管理、使用を簡素 

化しており、ハイブリットな働き方に合わせて急速に

進化するオフィス環境への導入に適していると説明す

る。 

「この度、シンプルな導入と運用、管理という３つの

ユーザニーズを満たしたバーシリーズの展開を開始す

る。中規模の会議にぴったりフィットした製品を今回

発表した。実はこれまでの製品では部屋のレイアウト

を変えたいという要望に対応しきれなかったところが

あったが、今回はオールインワンで対応可能となった。」

（ロジクール）

Rally Bar アプライアンスバンドル/PC バンドル（ロジクール） 

 Rally Bar( 幅 910mm x 奥 行 130.5mm x 高 さ 

164mm 、 7.08kg) は 中 規 模 会 議 室 向 け 、 Rally Bar 

Mini(幅 719mm x 奥行 101mm x 高さ 91.4mm、

4.03kg)は小会議室向けに最適。Rally Bar の本体は、

Rally Bar Mini より、若干大きめのサイズに作られてい

る。だが、いずれも一体型のため、狭いスペースでも

設置でき、セットアップも簡単だ。 

カメラは最大 30 フレーム/秒で最大 4K の解像度、

スムーズなパン/チルトに加えて、Rally Bar は 15 倍

HD ズームに対応。90 度の広角視野および Ultra HD イ

メージングシステムにより、明るく鮮明な映像を届け

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
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る。 

 カメラのフレーミングやビデオの色調、音声を自動

で最適化する独自の「RightSense テクノロジー」

（「RightSight」、「RightLight」、「RightSound」）

に加えて、２つ目の内臓カメラレンズを用いた「AI

ビューファインダー」により自動フレーミングの精度

を高めた。 

 内臓ビームフォーミングマイク（6 個マイク搭載）

は最長 4.5m の範囲の声を拾い、周囲の雑音を抑えな

がら話している人の声に集中・最適化し、聞き手にク

リアに伝える。加えて、部屋の大きさに合わせて拡張

マイクを追加できるようになっている。 

「ロジクールの会議用カメラは、小から大までの会議

室まで、導入から使い方まですべて同じ仕様で一貫し

たユーザ体験を提供している。」（ロジクール） 

 Rally Bar と Rally Bar Mini は、アプライアンスモー

ド（内臓コンピュータ利用）、ＰＣモード（外付けミ

ニ PC 利用）、USB モード（持ち込みＰＣへの USB 接

続利用）のいずれかで利用可能となっている。アプラ

イアンスモードでは、Zoom や Microsoft Teams など

がサポートされているビデオ会議ソフトウェアを PC

や Mac なしで実行でき、USB 経由で事実上すべての部

屋の PC や Mac に接続が可能となっている。BYOD、

持ち込んだ個人所有の PC との USB 接続にも対応して

いるため、ノート PC を接続して選択したビデオ会議

ソフトウェアを実行することができる。また、ケーブ

ルをすっきりと整理することができる上、壁や天井近

くに設置するためのマウントを用意している。なお、

RoomMate は大会議室にて PC や Mac がなくても発売

中のロジクールの会議用カメラ「Rally Plus」などでビ

デオ会議サービスを実行する。 

Rally Bar 単体（395,500 円税抜き）での購入の場合

は、USB 接続利用のみとなるが、このほかに、「Rally 

Bar アプライアンスバンドル Zoom 版」(526,000 円税

抜き)、「Rally Bar PC バンドル Zoom 版」(678,000 円

税抜き)、「Rally Bar PC バンドル Teams 版」(688,000

円税抜き)も用意している。本体カラーはグラファイト

とホワイトの 2 色を用意した。 

別売の Web/ビデオ会議用タッチパネル「ロジクー

ル TAP タッチコントローラ」を追加すれば、使い易さ

がさらに向上する。Microsoft Teams Rooms や Zoom 

Rooms に対応しており、画面にリストアップされたス

ケジュールをタップすれば、すぐに会議に参加でき、

カメラの入・切、音量などの操作もタッチパネル上で

感覚的に行える。最長40mまで延長できるCAT5E キッ

トがあれば柔軟な設置が行える。 

Rally Bar、CAT5E キット(35,455 円、税抜き)、そし

て「ロジクール TAP CAT5E」（120,000 円、税抜き）

の発売は 1 月 20 日。Rally Bar Mini（現時点での価格

は未定）の発売予定は今春、RoomMate（現時点での価

格は未定）は今夏の予定。 

いずれの製品も２年間無償保証付き。ただし、Rally Bar、

Rally Bar Mini、RoomMate は、ハードウェア購入時に

追加の 1 年間延長保証を購入することが可能になって

いる。 

    

    MeetUp と後方の Rally Bar（ロジクール） 

 ロジクールとしては、すべての会議室にこのビデオ

会議システムを入れていくのがビジョン。 

「Teams、Zoom、Google との取り組みが功を奏してい

る。昨年対比で３倍の売上増を記録した。飛躍的に伸

びているのは MeetUp と Rally。企業の中で部屋に設置
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されているケースが非常に多く、売上の伸びに貢献し

ている。現在、エンタープライズ向けに提供させてい

ただく体制を整えているが、中小企業からの引き合い

も増えており、両軸からビジネスを拡大させていきた

い。会議室向けのマーケットはこれからまだまだ伸ば

していける分野と思っている。」（ロジクール）Web

カメラのビジネスの急速な伸びが会議室の需要を喚起

している面もあり相乗効果が見られる。「ロジクール

は良好なポジションにある。」（ロジクール）

■ライオン事務器：一人用ワーキングブース

「Comole（コモーレ）」発売、集中作業や

Web 会議ブースなどに
（1 月 21 日） 

 株 式 会 社 ラ イ オ ン 事 務 器 （ https://www.lion-

jimuki.co.jp/）（東京都中野区）は、セミクローズタイ

プの一人用ワーキングブース「Comole（コモーレ）」

を 1 月より発売した。テレフォンブース、集中作業や

Web 会議ブース、タッチダウンブースとして活用でき

るという。 

Comole（ライオン事務器） 

高さ 180mm のパネル（30mm 厚）で囲ったセミク

ローズタイプで、パネル面数（3 面・4 面）と、天板の

高さ（H1000mm・720mm）の組み合わせで、計 4 タ

イプをラインナップ。ハイポジション・ローポジショ

ンに対応。

4 面パネル型は、出入口にあたる部分の袖パネルを

斜めにカットした形状で、頭部は隠しながら足元は見

えやすく、使用状況が把握しやすくなっている。加え

て、Web 会議時に気に

なる背後の映り込みも

軽減できるとしている。 

 天板の奥には 30mm

の隙間（左写真、ライオン

事務器）があり、クラン

プの取り付けが可能となっている。モニターアームや

デスクライトなどを取り付ければ、より使いやすい

ワークスペースになる。また、隙間の下にはケーブル

トレーを標準装備。隙間を利用してケーブルを通し、

余長ケーブルや OA タップを置くことができる。

パネルの色はライトブルー・ライトグリーン・オレ

ンジ・ダークグレーの 4 色から選択可能。天板（20mm

厚）の色はホワイトとナチュラルを用意した。

 3面パネル型（天板高 1000mm・720mm）は270,000

円（税抜）、4 面パネル型（天板高 1000mm・720mm）

は 303,000 円（税抜）。 

■Chat&Messenger：Chat&Messenger オンプ

レミス/クラウド最新版リリース、VP9 採用、

UI/UX 大幅刷新
（PRTIMES：1 月 20 日） 

株 式 会 社 Chat&Messenger （ https://chat-

messenger.com/）（東京都港区）は、同社が提供する、

All-in-One ビジネスコミ ュニケーションサービ ス

「Chat&Messenger」のオンプレミス/クラウド最新版

をリリースした。 

 Chat&Messenger は、ビジネスチャットに、Web 会

議、ファイル共有、スケジュール、タスク管理、施設

予約を統合したオールインワンのビジネスコミュニ

ケーションサービス。チーム毎のポリシーに応じて、

オンプレミス・クラウドを使い分けるハイブリットモ

デルに対応している。Windows/Mac/Android/iOS に、

また言語は日本語・英語・中国語に対応している。 

Chat&Messenger の Web 会議は、ブラウザだけでい

https://www.lion-jimuki.co.jp/
https://www.lion-jimuki.co.jp/
https://chat-messenger.com/
https://chat-messenger.com/
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つでもどこでも後からでも簡単に参加できるところが

特長で、ユニークな URL を生成し、相手側にメールで

共有するだけで社外ユーザと簡単・セキュアに Web 会

議・資料共有できる「クイック Web 会議」機能を提供

している。 

VP9 採用で多人数でも快適（Chat&Messenger） 

ブラウザ番 UI/UX 大幅刷新（Chat&Messenger） 

また、オンプレミス「CAMServer」を導入すると、

サーバ構築に必要となる IT スキルは一切不要で、社内

イントラネット内限定で本格的なグループウェアを構

築できる。

今回のアップデートでは、Google が開発しているロ

イヤリティフリーな動画圧縮コーデック「VP9」

（H.264 や VP8 の半分のビットレートで同等の画質

を実現）を採用し、多人数でもカメラあり、資料共有

がとても快適になったという。また、Web 会議中の

チャットやレコーディングなど細かな機能追加も実施

している。

さらには、Web ブラウザだけでもビジネスチャット、

Web 会議、スケジュール・タスク管理、文書管理が快

適に利用でき、各機能がシームレスに連携できるよう

に UI/UX を大幅刷新した。ネイティブアプリケーショ

ンのような操作性やパフォーマンスを実現していると

いう。

■ミクステンド：日程自動化ツール「TimeRex」

とマイクロソフトが提供する WEB 会議

ツール「Microsoft Teams」との連携を開始
（PRTIMES:1 月 21 日） 

ミクステンド株式会社（https://mixtend.com/）（東

京都千代田区）は、日程自動化ツール「TimeRex(タイ

ムレックス)」とマイクロソフトが提供する WEB 会議

ツール「Microsoft Teams」との連携を開始した。

TimeRex は、「Google カレンダー」や「Office365」

予定表とリアルタイムに連携し、日程候補のリスト

アップから予定登録まで、面倒な日程調整タスクを自

動化するサービス。2020 年 1 月のサービス提供開始

以来、チームの打ち合わせや面談の日程調整シーンに

多く活用されている。

 今回の Microsoft Teams との連携開始により、日程

調整と同時に Teams 会議 URL の発行が可能となり、

オンラインミーティングまでの日程調整及び実施準備

の完全自動化を実現した。

 TimeRex から打ち合わせ相手が日程を選択し、日程

調整が完了したタイミングで Microsoft Teams の会議

URL を自動発行する。発行された会議 URL は TimeRex

ユーザと打ち合わせ相手の両方に通知され、TimeRex

ユーザの連携しているカレンダーには Teams 会議の

https://mixtend.com/
https://mixtend.com/


CNAReportJapan    

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan  5/8     Vol.23 No.2 January 31, 2021 

情報が登録される。 

TimeRex による自動化のイメージ（ミクステンド） 

この連携を利用するにあたりTimeRex へのアカウン

ト登録は必須だが、Microsoft Teams 連携は、TimeRex

の全プランにて利用可能。また TimeRex と連携する

Microsoft Teams のアカウントは無料プランから利用

できるようになっている。

■レノボ・ジャパン：Zoom 環境に特化した

パ ー ソ ナ ル コ ラ ボ レ ー シ ョ ン デ バ イ ス

「ThinkSmart View for Zoom」を発表
（1 月 26 日） 

ThinkSmart View for Zoom（レノボ・ジャパン） 

レ ノ ボ ・ ジ ャ パ ン 合 同 会 社

（https://www.lenovo.com/jp/ja/）（東京都千代田区）

は、1 月 26 日、Zoom 環境に特化したパーソナルコラ

ボレーションデバイス「ThinkSmart View for Zoom」

を発表した。 

 ThinkSmart View for Zoom は、ThinkSmart View に

Zoom アプリを搭載したモデル。8 インチディスプレ

イ、スピーカー、マイク、Web カメラを内蔵したオー

ルインワン Zoom 専用端末。コンパクトな設計で小さ

めのテーブルにも無理なく設置できる。

シンプルな UI でオンライン会議に慣れていない

ユーザでも迷わずにワンタッチで会議に参加できる。

またタッチパネル上でホワイトボードや共有された資

料に書き込みながらビデオ会議が可能となっている。

 また、Zoom クラウド電話サービス「Zoom Phone」

に対応しており、Zoom Phone 契約をしている場合、

ThinkSmart View からの固定電話番号での発着信も可

能となっている。電話機としても利用できる。 

 その他、「Zoom Rooms」ライセンスを利用して電話

ブースなどの共有スペースでも利用できるようになっ

ている。また、会社の IT 管理者からのリモートデバイ

ス設定と集中管理も可能。さらには、業務用 Zoom ア

カウントだけでなく、個人用の無料 Zoom アカウント

でもサインインが可能。その際にはアカウントの切替

で対応できるようになっている。

■テレキューブサービス：生保営業等に最適

なオンライン営業支援パッケージを提供開

始
（1 月 26 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、テレワー

クニーズの高まりを受け、生命保険会社での営業等に

最適なオンライン営業支援パッケージの提供を開始し

た。

 新型コロナウイルスの流行に伴い、特に移動するこ

とが多い営業職には、感染リスク低減や効率的な働き

方を行う上で、移動の中でのワークプレイスの確保は

課題のひとつ。そこで生命保険会社をはじめとする保

https://www.lenovo.com/jp/ja/
https://telecube.jp/
https://www.lenovo.com/jp/ja/
https://telecube.jp/
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険業界では、オンラインでの営業活動が加速・拡大し

ている。 

 今回発表した支援パッケージで、保険会社などの営

業が、顧客訪問で外出の途中でも、移動経路上のテレ

キューブを活用してテレワークを行うことで、静かで

集中できる環境とその場所選択の自由度を高め、これ

まで以上に顧客に対する高品質かつ顧客のタイミング

に合わせたコンサルティングサービスの実施を可能に

する。移動回数を低減して感染症へのリスクを低減し

たり、時間を効率的に使うことによる生産性の向上を

支援していくとしている。

 今回のオンライン営業支援パッケージは、第一弾と

してソニー生命保険株式会社に導入された。他の保険

会社やその他業務上顧客へのコンサルティングやアド

バイスを実施する各社にも、導入に向けた提案を進め

ていくとしている。 

 今後も、さまざまな企業との連携や新サービスの展

開により、多様な働き方を支援していきたいとテレ

キューブサービスでは考えている。

ビジネス動向-国内   

■テレキューブサービス：アルプスアルパイ

ンとテレキューブサービスがテレキューブ

を活用した就職活動に関する実証実験を開

始
（1 月 21 日） 

ア ル プ ス ア ル パ イ ン 株 式 会 社

（https://www.alpsalpine.com/j/）（東京都大田区）と

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、感染対策としてオンライン面

接が増加している現状を踏まえ、個室型ワークブース

「テレキューブ」を活用した採用活動の実証実験を 3

月まで実施する。

WEB 会議センターに設置されているテレキューブ 

（テレキューブサービス）

アルプスアルパインは、自動車・家電製品・情報通

信機器・スマートフォン・PC・モバイル機器・ヘルス

ケア機器など、幅広い分野の機器に製品を供給し、人々

の暮らしの快適性・利便 s 婦負を担うメーカーとして、

変わることなく多様な人材を採用し、活躍の場を創出。

オンラインを活用した WEB 説明会や 1day 仕事体験な

ど新しい情報発信も積極的に活用し、感染症に配慮し

た採用活動を展開してきた。

 採用面接における応募者の安心感や利便性のさらな

る向上を目指し、この度、オンライン面接を中心に就

職活動を進める学生や転職希望者に、面接場所として

テレキューブを提供することがよりスムーズな就職活

動の支援となるか検証するべく、アルプスアルパイン

とテレキューブサービスは、テレキューブを活用した

採用活動について実証実験を行うこととした。

 本実証実験では、アルプスアルパインへの入社を希

望する学生や転職希望者の方に、アルプスアルパイン

とテレキューブサービスがテレキューブの利用権を無

償提供することで、学生や転職希望の方の負担なく、

実際の利用ニーズやサービス課題を検証することを目

的としている。 

 なお、テレキューブは個室型での展開のため、1 分

以内での筐体内完全換気機能の搭載、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症対策を実施している。 

https://www.alpsalpine.com/j/
https://telecube.jp/
https://www.alpsalpine.com/j/
https://telecube.jp/
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今後も、アルプスアルパインとテレキューブサービ

スは、ニーズに沿った社会課題の解決を積極的に進め、

より快適で豊かな社会の構築に寄与する活動に取り組

んでいく。

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（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

■POLY VIRTUAL EXPERIENCE DAY 2021 

在宅、オフィス勤務混在のコラボレーション問題を解決～

POLY が実現する「成功するハイブリッド ワーク」

日時：2 月 16 日（火）14:00～15:00

会場：オンラインセミナー

主催：Poly

詳 細 ・ 申 込 ： https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-

PrivateVirtualEvent

■Webex Meetings 関連ウェビナー（2021 年 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

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://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent
https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent
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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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 

CNAレポート・ジャパン 2021年1月31日号おわり 

ホームページ: http://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp

https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
http://www.cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm
http://cnar.jp/
mailto:cnar@cnar.jp

