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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.15 2021 年 8 月 15 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■NTT データ：プライバシー保護機能を特徴

とした、保険営業を非対面で完結できる

WEB 会議システムを 2022 年 1 月から提供

開始 
（7 月 30 日） 

 株 式 会 社 NTT デ ー タ

(https://www.nttdata.com/jp/ja/ )（東京都江東区）は、

保険販売などの営業活動を非対面で完結できる WEB

会議システム「FG-TriView（エフジートライビュー）」

を 2022 年 1 月から提供開始する。 

 

FG-TriView サービス提供イメージ（NTT データ） 

 保険販売などの契約を伴う非対面の営業活動には従

来の WEB 会議システムは不向きだったという。画面

共有で契約手続きを進めようとすると顧客のプライバ

シー情報（健康状態や既往歴など）が保険販売員にみ

えてしまい、コンプライアンス上の問題があった。加

えて、商談を非対面で行った場合でも、その後の契約

手続きなどは依然として対面で行うケースが多くあっ

た。 

 FG-TriView は、画面共有を維持しながら随時顧客の

入力を営業担当者から隠せる「プライバシー保護機能」

を備えており、機能のオン/オフは営業担当者側で操作

する形になっている。適切なタイミングで本機能を使

うことで、商談から契約まで一連の営業活動を非対面 

 

 

で完結できるようになっている。 

 
プライバシー保護機能のイメージ（NTT データ） 

また、FG-TriView を使用するにあたっての特別なア

プリなどのインストールは不要で、一般的なインター

ネットブラウザがあれば利用できるようになっている。

なお、画面共有機能は、営業担当者が共有したいアプ

リケーションだけを顧客に共有することができる。 

同時接続数に応じた月額費用と初期費用がかかる。 

ファーストユーザとして、三井住友海上あいおい生

命保険株式会社（https://www.msa-life.co.jp/）（東京

都中央区）が 2022 年 1 月に導入する。NTT データは

幅広い業界や業務へ適用することを視野に入れ、追加

機能の開発を進める。現在、ジムサポート機能やヘル

プデスク、研修サポート、オンラインコーチング、プ

ライバシー情報を扱う場合のリモートサポートなどの

機能開発を進めているという。 

 

■サンワサプライ：光学 10 倍ズームレンズ

を搭載、声に反応して追尾する会議用フル

HD カメラ「400-CAM089」を発売 
（PRTIMES:8 月 3 日） 

サ ン ワ サ プ ラ イ 株 式 会 社

（https://www.sanwa.co.jp/）（岡山市北区）は、光学

https://www.nttdata.com/jp/ja/
https://www.msa-life.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.nttdata.com/jp/ja/
https://www.msa-life.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
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10 倍ズームレンズを搭載、声に反応して追尾する会議

用フル HD カメラ「400-CAM089」を発売した。 

 

会議室用フル HD カメラ 400-CAM089(サンワサプライ) 

 400-CAM089 のカメラは、210 万画素 CMOS セン

サー搭載、ビデオ解像度が 1920x1080 で 30fps に対

応。また、オートフォーカスが可能で光学 10 倍ズーム

に対応している。左右の水平角度は 170°、上下の垂

直角度は-30°～+90°の範囲でカメラの向きを変更

できる。 

 内蔵マイクは 4 つで、集音範囲は推奨半径 3m でカ

メラ前方 180°。高音質を実現するアクティブノイズ

キャンセリングシステムと自動エコーキャンセリング

機能が付いている。 

 また、内蔵マイクは音の方向を捉える自動追尾機能

を搭載しているとともに、カメラ内部で接続スピー

カーから出る音を解析し、スピーカーの音に追尾しに

くくなる技術を使用している。 

サンワサプライによると、従来品では、スピーカー

の音に反応して発言者と関係ない方向を向くことが

あったが、今回発売した 400-CAM089 ではスピーカー

の音に反応することなく発言者を追尾することができ

る仕組みになっているという。 

な お 、 同 社 直 販 サ イ ト の 同 製 品 ペ ー ジ

(https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM089) 

によると、スピーカーの音を追尾しにくくなる機能を

有効にするためには、付属品の USB ケーブルを本体カ

メ ラ と パ ソ コ ン に つ な ぐ と と も に ス ピ ー カ ー の

3.5mm プラグへ接続する必要があるという。 

 付属のリモコンでカメラの上下方向を設定でき、自

動追尾の ON/OFF も操作可能となっている。また、USB

ケーブル 1 本で動作可能で、別途電源接続は不要と

なっている。プリセット機能で最大 9 つの向きをワン

タッチで切替えすることができる。 

 販売価格は 58,909 円（税抜き）。同社が運営してい

る直販サイト「サンワダイレクト」で購入ができる。 

 

■Asana Japan：分散型チームのミーティング

効果を増大させる Zoom 用アプリ「Asana 

app for Zoom」の提供を開始 
（PRTIMES:7 月 26 日） 

  Asana Japan 株式会社（https://asana.com/ja）（東

京都千代田区）は、会議を変える Zoom 用アプリ「Asana 

app for Zoom」の提供を開始する。 

 
     Asana app for Zoom 機能の一例（Asana） 

 Asana app for Zoom は、会議のワークフローを促進

し、会議前・会議中・会議後のスムーズな共同作業を

サポートする Zoom 用アプリ。生産性と共同作業を強

化する 1400 個以上のツールを公開している「Zoom 

App Marketplace」で同アプリが利用可能になっている。 

Asana アプリを使うことでチームは会議のトピック

や前提となるタスクを明確に把握することができるよ

うになり、会議の調整にかかる時間を減らし重要な仕

事にもっと時間をかけられるようになるとしている。

分散型チームのミーティング効果を増大させるという。 

 会議前では、Asana で議題をまとめて共有し、その

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM089
https://asana.com/ja
https://asana.com/ja
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Asana タスクから直接 Zoom ミーティングを作成でき

る。会議のタスクは手作業でコピー＆ペーストしなく

てもチームは必要な情報を得ることができる。 

 会議中では、Zoom ミーティングから直接 Asana タ

スクを作成して割り当てることができるため、アプリ

ケーションを切り替えずに済み、アクションアイテム

の見落としが発生しない。 

 会議後は、Zoom の録画と書き起こしを検索できる

状態で Asana タスクに自動で添付される形。これによ

り会議の内容が記録されるため、参加できなかったメ

ンバーも含むすべてのコラボレーターと情報を共有で

きるようになっている。 

 Asana は小規模なプロジェクトから戦略的イニシア

チブまで仕事を円滑に進められるよう支援している。

米国カリフォルニア州サンフランシスコに本部を持ち、

190 カ国 93,000 以上の組織が有料サービスを、数百

万におよぶ組織が無料プランを利用している。アクセ

ンチュア、日本航空、Sky、Viessmann など世界中の顧

客が企業の目標からデジタルトランスフォメーション、

製品リリース、マーケティングキャンペーンまで、全

て Asana を使って管理しているという。 

 

  ビジネス動向-国内           

■パルケ：ウェブ会議でのコミュニケーショ

ンをスムーズに進行することを目的とした

支援装置に関する特許を取得 
（PRTIMES:8 月 6 日） 

  株式会社パルケ（https://parque.io/）（東京都渋谷

区）は、ウェブ会議でのコミュニケーションをスムー

ズに進行することを目的とした支援装置に関する特許

を取得したと発表。 

 パルケは、Web 会議とチャットがひとつになったコ

ラボレーションツール「Parque（パルケ）」を運営し

ており、現在、2021 年秋のサービスリリースに向けて、

フィードバックや要望をもとにサービスの改善を行う

ためオープンβテストを実施している。 

 
Web 会議とチャットがひとつになったコラボレーション

ツール（パルケ） 

 今回、特許「オンライン会議支援装置、オンライン

会議支援プログラム」（特許第 6886750 号）を取得。

オンライン会議中であっても、複数の参加者の画面共

有をスムーズに切り替えることができる、参加者がメ

モを同時編集することができる、といった点が今回取

得した特許の内容。 

 従来のオンライン会議システムでは、共有画面の数

がひとつに限られている他、共有画面での編集作業、

解除及び別の画面の共有設定、共有拒否の確認などの

煩雑さ、参加者が多い場合のリアクションの難しさな

どがあったが、特許の取得でこれらの課題を解決し、

より活発なコラボレーションを実現することにつなが

ると期待している。 

 

  導入利用動向-国内           

■ブイキューブ：国内最大級 ICT イベント

「Interop Tokyo 2021」「ShowNet」にて

リアル・オンラインのハイブリット開催を

「EventIn」で実現 
（8 月 4 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、国内最大級のインターネットテクノロ

ジーイベント「Interop Tokyo 2021」の主要プロジェ

https://parque.io/
https://jp.vcube.com/
https://parque.io/
https://jp.vcube.com/
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クト「ShowNet」にコントリビューターとして参加し、

2021 年 4 月 14 日～16 日の期間中、オンラインイベ

ントプラットフォーム「EventIn」を提供した。 

 EventIn は、従来のリアルイベントのように会場を設

け、複数の個別セミナー、企業による展示、参加者同

士のビデオ通話などの自由な双方向コミュニケーショ

ンが可能となっている。 

 ShowNet では、協賛企業 51 社のブース、講演や交

流専用の 4 つのブルースやテーブルを設け、リアル・

オンライン・ハイブリッドのいずれの参加形態であっ

ても、各企業の展示内容を自由に見て回る、セッショ

ンイベント参加して視聴・質問ができる環境を提供し

た。 

 

ShowNet のオンライン会場イメージ（ブイキューブ） 

 また、ShowNet の恒例セッションである「ShowNet

スタジオ」（スタジオ講演者とのディスカッション）

「なるほど！ShowNet」（展示機器について NOC メン

バーからの解説）は、リアル・オンラインで同時開催

された。参加者は、会場では会場でしか見ることがで

きない機器の実物見学に集中し、講演はオンラインで

全て視聴することが可能だった。 

 ShowNet 事務局によると、コロナ禍においては会場

への来場者数は期待できなかったものの、ハイブリッ

トにしたことで ShowNet として取り組んだ催しへの

来場者数は例年並みから 2 倍増とすることができたと

いう。オンラインを併用したことで、会場までの距離、

交通費や移動時間、会場の収容キャパシティといった

制約がなくなり、参加者の裾野を広げることができた

と評価している。オンラインやハイブリットイベント

への取り組みは今後も続けていきたいと考えている。 

 

■ブイキューブ：大学主催オンライン合同会

社説明会に「EventIn」提供 
（8 月 5 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）は、

5 月 21 日に実施した大学主催オンライン合同会社説

明会に、オンラインイベントプログラム「EventIn」を

提供した。 

 大学主催オンライン合同会社説明会には、20 社の企

業、240 名の学生が参加。150 分間（30 分間ｘ4 回制

+移動時間）のイベント時間中、学生 1 人あたり平均訪

問回数は 7 回、合計滞在時間の平均は 117 分となり、

学生が企業の説明を複数見聞きしながら参加先を決め

られる場を実現した。 

 本 イ ベ ン ト を 運 営 し た 株 式 会 社 こ こ だ な

（https://kokodana.co.jp/）（東京都豊島区）は、EventIn

のメリットについて、従来サービスと異なり、企業ご

とに異なる参加 URL といった学生の行動の妨げにな

るような手間・負担がなく、リアル開催のように自由

に企業の説明会に出入りでき、イベント中の途中離脱

も少なかったという。また、オンライン活用が進む

ニューノーマル採用での課題である学生が接点を持つ

企業の偏りの解消につながったと評価している。 

 コロナ禍であらゆるコミュニケーションのオンライ

ン化が進み、イベントやセミナーなどのライブ配信

ニーズが高まっている。今後もオンライン継続を望む

声は大きく、双方向でコミュニケーションが取れ、交

流ができる、また、リアルとオンラインのハイブリッ

ト開催によるイベントも増えることが予想される中、

オンラインでもリアルと同等の参加体験を提供できる

ことが重要となるという。ブイキューブによると、

EventIn はこれらの課題を解決できるオンラインイベ

https://jp.vcube.com/
https://kokodana.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://kokodana.co.jp/
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ントプラットフォームとしてニューノーマルにおける

イベントニーズに応えていくとしている。 

 

■ベルフェイス：多摩信用金庫が 8 月よりオ

ンライン営業システム「bellFace」を活用し

たオンライン相談サービスを開始 
（8 月 11 日） 

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

（東京都渋谷区）は、多摩信用金庫（東京都立川市）

が 8 月よりオンライン営業システム「bellFace」を活

用したオンライン相談サービスを開始すると発表。 

 

bellFace 導入（ベルフェイス） 

 多摩信用金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、家計収支の変化や健康に対する不安か

ら、顧客の相談ニーズは高まっている一方で、感染拡

大の長期化により 3 密の回避 

、外出の自粛等、来店による接点を持ちづらい状況が

続き、非対面チャネルでの相談の要望を受けてきたと

いう。 

 まずは、職員や専門家による相談業務（個人分野）

において、相談予約システムでオンライン相談希望の

顧客が簡単に bellFace を利用できるよう連携させ、場

所を問わず、安心・気軽に相談できる環境を整えてい

くという。 

 同金庫ではウェビナーを多く開催していることから

も、ウェビナー後の個別相談を承る場合での活用や、

電話での問い合わせがあった場合もそのままオンライ

ン面談へつなげられるため、bellFace を活用すること

で顧客の課題解決機会を増やしていきたいと考えてい

る。 

 bellFace は、アプリインストールや URL 発行などの

事前準備が不要で、電話と PC・スマートフォンを使っ

て、簡単に資料や画面の共有ができるオンライン営業

システム。ネットが苦手な顧客も快適に利用できると

ころが特徴のひとつで、特にリテール営業での使用に

適している。商談の映像や会話が記録され、それをチー

ムで共有したり、分析ができることで、営業組織のス

キルの向上やマネジメントの効率化を図れることが最

大の特徴という。契約後は専任のカスタマーサポート

が利用定着まで支援する。セキュリティ国際規格

ISO27001(ISMS)認証を取得している。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■オフィスとテレワークで見て書いて伝えるコミュニケー

ション Zoom と電子ホワイトボードを組み合わせた会議コ

ミュニケーションの問題解決 

日時：8 月 25 日(水) 14:00～14:45 

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/11232#/ 

 
■Zoom Rooms を使ってみよう 

～ハイブリッド会議の実現～ 

日時：8 月 26 日(木) 13:00～14:00 

会場：オンライン 

主催：リコージャパン株式会社 

協賛：Zoom Video Communications, Inc 

詳細・申込：

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/11231#/ 

 

 

https://corp.bell-face.com/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/11232#/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/11231#/
https://corp.bell-face.com/
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■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 

 

国内その他：https://cnar.jp/cna/event-j.html 

海外その他：https://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） 

https://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。 

https://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAレポート・ジャパン 2021年8月15日号おわり 

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