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  製品・サービス動向-国内              

■ ア ス ク ： 米 国 PTZOptics 社 お よ び

HuddleCamHD 社が製造する PTZ カメラ・

会議用 Web カメラの取扱いを開始 
（PRTIMES:7 月 20 日） 

 株式会社アスク（https://www.ask-corp.jp/）（東京

都千代田区）は、PTZOptics 社（https://ptzoptics.com/）

（米国・ペンシルバニア州）および HuddleCamHD 社

（https://huddlecamhd.com/）（米国・ペンシルバニア

州）が製造する PTZ カメラ・会議用 Web カメラの取

扱いを開始した。 

 PTZOptics 社はさまざまな放送用途に対応したロボ

ティック PTZ カメラを、そして HuddleCamHD 社は

USB 接続の会議用カメラやスピーカーフォンを製造す

るグローバルブランド。 

 

PTZOptics EPTZ ZCam（アスク） 

 「PTZOptics EPTZ ZCam」は、デジタルパン・チル

ト・ズームを搭載したコンパクトなカメラ製品。2 系

統の SDI ビデオ出力端子を搭載しているため、画質を

劣化することなく HD でズーム撮影しながら、ワイド

撮影の映像も同時に出力できる。NDI モデルも用意さ

れている。SDI モデル（PTZOptics EPTZ ZCam）の価

格は 72,490 円（税込み）、NDI モデル（「PTZOptics 

EPTZ NDI ZCam」）は 130,570 円（税込み）。 

 

 

 

 

HuddleCam HD Pro（アスク） 

 「HuddleCam HD Pro」は、4K 解像度のイメージセ

ンサーと EPTZ 機能を搭載した Web カメラ。HDMI と

USB 3.0 のビデオ出力を備えた USB モデルと、NDI モ

デルが用意されている。リモコン操作で簡単にズーム

や画角調整が行え、小中規模の教室・会議室での使用

に最適という。価格は USB モデル（HuddleCam HD Pro）

が 43,450 円（税込み）、NDI モデル（HuddleCam HD 

Pro IP）が 72,490 円（税込み）。Zoom Rooms Certified

製品となっている。 

 

HuddleCam HD SimplTrack2（アスク） 

「HuddleCam HD SimplTrack2」は、1 台に広角カメ

ラと 20 倍光学ズーム可能な自動追尾カメラを搭載し

た PTZ カメラ。2 つのカメラを用いた独自のシステム

で、最長 15ｍ先の登壇者を追尾しながら撮影すること

ができる。USB3.0/DVI/SDI/イーサネットなど幅広い

ビデオ出力に対応している。多くのビデオ会議アプリ

との互換性も兼ね備えている。価格は 435,600 円（税

込み）。 

https://www.ask-corp.jp/
https://ptzoptics.com/
https://huddlecamhd.com/
https://www.ask-corp.jp/
https://ptzoptics.com/
https://huddlecamhd.com/
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 アスクは、目的に応じたソリューションとサービス

を提供する総合商社。主に米国・ヨーロッパ、台湾、

韓国などの最先端かつユニークな製品を国内で提供し

ている。取扱製品は、コンピュータ周辺機器、携帯電

話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映

像機器と多岐にわたり多数の海外メーカーの代理店を

している。 

 

■アバー・インフォメーション：LED ライト

を搭載した法人向け Web カメラ「CAM130」

「VB130」の 2 機種を発売 
（PRTIMES：7 月 20 日） 

 ア バ ー ・ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社

（https://jp.aver.com/default.aspx）（東京都新宿区）

は、法人向け Web カメラ「CAM130」「VB130」の 2

機種（ともに Zoom 認証取得）を 7 月 20 日発売開始

する。両製品とも色温度と明るさの自動調整を行う

LED ライト「インテリジェントライト」を共通して搭

載しているのが特徴のひとつ。 

 
CAM130（アバー・インフォメーション） 

 CAM130 は、インテリジェントライトを搭載してい

るほか、参加者を自動検知し、カメラ映像の中央に収

まるよう、両角の自動調整を行う「自動画角調整機能」

を搭載している。従来機種では、マスク着用時に人物

の自動検知がうまく出来ず、自動画角調整がうまく効

かないという課題があったが、CAM130 搭載の「シル

エット検知」機能により、マスク着用時でも参加者を

正確に検知し、最適な画面位置に収めることが可能と

なっている。 

 会議終了時には、内蔵しているレンズカバーを閉じ

ることにより、プライバシーを守ることもできる。カ

メラ表面には 3 層のスプレーコーティングによる抗菌

加工も施されている。 

 
VB130（アバー・インフォメーション） 

 VB130 は、インテリジェントライトに加えて、マイ

クスピーカー機能も搭載するオールインワンタイプの

Web カメラ。 

 本体には、5 つのマイクアレイを内蔵し、発言者に

フォーカスして集音する仕組みになっているため、相

手先の会議室へクリアな音声を届けることができる。

また「オーディオフェンス機能」を使用すれば、撮影

範囲外の生活音や音声の入り込みを低減することも可

能となっている。 

 さらに、「音声追尾機能」（専用ソフトで設定）も搭

載しており、発言中の人物を検知し、撮影範囲を自動

的に切り替えることができるようになっている。カメ

ラの画角調整などを手動で行う必要がないため、リモ

コン操作の頻度を減らすことができる。 

 

■サンワサプライ：持ち運び便利な、HDMI 出

力機能付きの USB 書画カメラ「CMS-V58BK」

発売 
（7 月 16 日） 

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

（岡山市北区）は、HDMI 出力機能付きの USB 書画カ

メラ「CMS-V58BK」を発売した。 

 CMS-V58BK は、Zoom などのテレビ会議で手元を映

https://jp.aver.com/default.aspx
https://www.sanwa.co.jp/
https://jp.aver.com/default.aspx
https://www.sanwa.co.jp/
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すのに便利な書画カメラ。学校での授業や講義といっ

た教育機関での使用や、講演会や会議でのプレゼンな

ど企業での使用にも最適という。 

 CMS-V58BK は、800 万画素のカメラを搭載してお

り、細かい文字や小さな物体の詳細な部分なで鮮明に

映し出すことが可能となっている。また、カメラ本体

には LED を搭載しており、ヘッド部上面に搭載された

LED タッチボタンでライトの ON／OFF を切り替える

ことができる。薄暗い部屋でも手元を照らして快適に

使用できる。USB 接続なので AC アダプタなどの電源

が必要ない。 

 
CMS-V58BK（サンワサプライ） 

 本体のヘッド部を回転させることで、Web カメラと 

して使用することも可能となっている。台座部上面に

あるボタンで露出やピントの調節もできる。正面には

映像を映し出すための HDMI ポートと、パソコンと接 

続した状態でもポートが減らないように、USB ポート

を 1 ポート内蔵している。microSD カードストットも

搭載している。 

 本体サイズは、折りたたみ時幅 259 x 奥行き 80 x 高

さ 50mm で、重量は 780g、USB ケーブル長は 2m。

持ち運び便利な収納ポーチもついている。 

 標準価格は 63,800 円（税込）。 

 

 

 

 

■オルツ：ビデオ会議にリアルタイム翻訳字

幕を表示する「AI 翻訳」をリリース 
（PRWire：7 月 21 日） 

 株式会社オルツ（https://alt.ai/）（東京都港区）は、

ビデオ会議にリアルタイムで翻訳字幕を表示できる

「AI 翻訳」をリリースした。 

 

AI 翻訳（オルツ） 

 AI 翻訳は、利用者がマイクに向かって話した言葉を

即座にテキスト化し、任意の言語に翻訳した上で、ビ

デオ会議の映像上に字幕として表示するサービス。話

終えてから、映像に字幕が表示されるまでの速度は、

最速 2 秒（ただし、ネットワークなどの環境により幅

がある）となっているため、スムーズなコミュニケー

ションが可能という。 

 対応言語は 30 カ国語以上となっており、話す言語

と翻訳先言語を自由に変更できるようになっている。

リリース時点において対応する会議システムは Zoom

のみだが、今後、オンラインビデオ会議システムを提

供中の企業との連携を広げていきたい考えだ。 

 

■MAYA SYSTEM：次世代型インタラクティ

ブパネル「MAXHUB」最上級シリーズ「V5 

T series」輸入販売開始 
（7 月 9 日） 

 株式会社 MAYA SYSTEM（https://mayass.com/）（東

京都新宿区）は、「MAXHUB」の最上級シリーズ

「MAXHUB V5 T Series(Transcend series)」の輸入を

https://alt.ai/
https://mayass.com/
https://alt.ai/
https://mayass.com/
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開 始 す る 。 販 売 は コ ク ヨ 株 式 会 社

（https://www.kokuyo.co.jp/）（大阪府大阪市）が行い、

7 月 9 日以降購入できる。 

 MAXHUB は、ホワイトボード・プレゼンテーション・

WEB 会議などに必要な機能が一式揃うオールインワ

ンタイプの次世代型インタラクティブパネル。 

 MAXHUB は既に世界で高い評価を受けており、10

万社を超える企業に導入されている。今回取扱いを開

始する MAXHUB V5 T Series は、静電容量式でなめ

らかな書き心地を実現。外見は薄型で段差のないフ

ラットなタッチパネルと、未使用時は画面の後ろに収

納されるフリップオーバーカメラを採用し、MAXHUB

史上最高スペックを誇る最上級モデルという。 

 
MAXHUB（MAYA SYSTEM） 

 本体には、4K のタッチパネルディスプレイや、4,800

万画素の高解像度カメラ、8m 先まで集音可能な高性

能マイクを搭載し、発言者をズームアップする機能の

他、マルチメディアファイルを直接挿入したり、PDF・

JPEG 形式で保存共有できたり、あるいは、付属品のド

ングルや専用アプリを使用することで、無線での画面

共有や最大 6 画面の同時投影が可能といった特徴があ

る。 

 MAXHUB は資源ホールディングス（CVTE、深圳証

券取引所）のブランド製品。CVTE は 2005 年 12 月に

設立。主な事業は液晶ディスプレイのメインボード、

インタラクティブパネル、医療機器などの設計・開発

および販売を行っている。これまで、世界の TV 用基

板市場で 6 年連続 No.1 のシェアを獲得、認定特許

4,400 件以上取得、「フォーチュンチャイナ 500」に

選出されるなど高い技術力を誇っているという。 

 

  ビジネス動向-国内           

■SB C&S：Poly ブランドの認定ディストリ

ビュータに、Poly 製品・サービスの取扱い

開始 
（7 月 19 日） 

SB C&S 株式会社（https://cas.softbank.jp/）（東京

都港区）は、Prantronics 社（米国・カリフォルニア州）

のブランド「Poly」の認定ディストリビュータとして、

ヘッドセットやデスクトップ電話機、音声会議および

ビデオ会議ソリューションなどの取扱いを開始する。 

 
Poly 認定ディストリビュータ（SB C&S） 

 新型コロナウイルス感染拡大によるテレワークの普

及にともない、音来会議システムの活用が進む。その

中で、Poly はさまざまなタイプのオンライン通話に使

用できるデバイスに加えて、デバイスに適した独自の

革新的なソリューションをラインナップしているとこ

ろが強み。 

 SB C&S は、ビジネス向けヘッドセット（Blackwire

シリーズ・Voyager シリーズなど）から、音声会議ソ

リューション（Trio・Poly Sync）、ビジネスメディア

フォン（VVX シリーズ・CCX シリーズ）、ビデオ会議

ソリューション（Poly Studio X ファミリー・G7500・

RealPresence Group シリーズなど）、ソフトウェアと

サービス（RealPresence Clariti・RealPresence Group

シリーズ）までの Poly 製品・サービスの日本国内での

販売を行う。 

 

https://www.kokuyo.co.jp/
https://cas.softbank.jp/
https://www.kokuyo.co.jp/
https://cas.softbank.jp/
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■パルケ：2020 年 6 月設立スタートアップ、

オールインワンコラボレーションツール

「Parque（パルケ）」で第三者割当増資に

よる資金調達を実施、今秋正式リリースへ 
（PRTIMES：7 月 26 日） 

 株式会社パルケ（https://parque.io/）（東京都渋谷

区）は、個人投資家複数名を引受先とする第三者割当

増資による資金調達を実施したと発表。これにより累

計資金調達は 1 億円となり、引き続きプロダクト開発

を進めるとともに、今年の秋に予定している正式リ

リースに向けた準備の強化を行う。 

 
オールインワンコラボレーションツール Parque（パルケ） 

 パルケは、リモートワークやニューノーマルなど新

しい働き方にフィットしたコラボレーションスペース

で、社内外のコミュニケーションのための「チャット」

「Web 会議」「ダイレクトメッセージ」「ボイスチャッ

ト」、同時編集可能な「メモ」などのミニアプリをオー

ルインワンツールとして提供している。 

 現在オープンβテストを実施中で、フィードバック

や要望をもとにプロダクトの機能改善・UX 向上と正式

リリースに向けた準備のため、今回資金調達を行った。

2021 年秋に正式なサービスリリースを目指す。 

 パルケは、「for Fruitful Work-Life(実りあるワーク

ライフを届ける)」というミッション実現に向けて取り

組んでいるスタートアップ。設立は 2020 年 6 月。今

後も、スペイン語で公園を意味する「パルケ」という

ネーミングに込めた通り、「さまざまな人々が集い、

自由なマインドと豊かな発想力をもってビジネスを切

り拓く」プラットフォームになれるよう開発を進めて

いくとしている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 

■【プライベートウェビナー】【ヤマハ】マイクスピー

カー「YVC-1000」まるわかり活用術 

日時：8 月 4 日（水）16:00～17:15 

会場：オンライン 

主催：VTV ジャパン株式会社 

詳細・申込：https://www.vtv.co.jp/seminar/2107vtv/ 
 

■ヤマハウェビナー「Web 会議で活用するスピーカーフォ

ン×音声認識ソフトウェア ～茨城県取手市議会事務局様の

活用事例紹介～」開催のお知らせ 

日時：8 月 5 日（木）14:00～15:30 

会場：オンライン 

主催：ヤマハ株式会社 

ゲスト：取手市議会事務局、株式会社アドバンスト・メ

ディア 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_202108 
 

■ブイキューブセミナー（8 月） 

「実践企業が語る！スマートグラスを利用した遠隔作業支

援の活用術」など 

会場：オンラインセミナー／オンディマンドもあり 

詳細・申込： https://jp.vcube.com/event/all 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（8 月） 

「Webex Meetings +Message 新機能と質問コーナー」

「Webex アプリケーション (旧 Webex Teams) の基本：新

機能とロードマップ」など（録画も視聴できます） 

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 

https://parque.io/
https://www.vtv.co.jp/seminar/2107vtv/
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202108
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202108
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
https://parque.io/
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAレポート・ジャパン 2021年7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 

http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
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

