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  製品・サービス動向-国内              

■メディアプラス：ガンマイクと同等の指向

性を実現したシーリングマイク ClearOne

社 BMA360、国内大学や企業などで導入が

進む 
（取材：8 月 3 日） 

 「天井設置型のシーリングマイクは他社製品もある

が ClearOne の製品は何が違うのかと聞かれることが

ある。一言で言えば驚愕の指向性だ。ビームフォーミ

ングマイクのポーラーパターンを初めて見たとき我々

も目を疑った。まさに理想的なガンマイクのポーラー

パターン（超指向性）だったからだ。」（メディアプラ

ス） 

 
天井設置型ビームフォーミングマイク BMA360 

（メディアプラス） 

 
BMA360 天井への取り付け例（メディアプラス） 

 

 

 

 

 

 
BMA360 を設置した会議室例（メディアプラス） 

 
BMA360 は他に類を見ない-40dB 以下のサイドローブ深度

を実現（メディアプラス） 

 株 式 会 社 メ デ ィ ア プ ラ ス

（https://www.mediaplus.co.jp/）（東京都千代田区）

が現在販売を強化しているのは、米国 ClearOne 社の、

天井設置型ビームフォーミングマイク「BMA 360」だ。

先月、北米では優秀な製品に贈られる TMC の 2021 

Communications Solutions Product of the Year Award

も受賞している。メディアプラスによると、国内では

「Microsoft Teams」や「Zoom」、「Google Meet」な

どのユーザから BMA360 の引き合いが大変多く国内

の国立・私立大学や企業などで導入が進んでいるとい

う。 

https://www.mediaplus.co.jp/
https://www.mediaplus.co.jp/
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 「シーリングマイクは会議室のテーブルレイアウト

や着席数に悩まなくて良い点やタッチレスの観点から

今のニューノーマルの時代にマッチし、昨年から引き

合いが多くなってきた。」（メディアプラス） 

 従来の会議室ではテーブルのレイアウトや着席数に

応じて、ハンドヘルドや卓上スタンドのマイクを用意

していた。集音の面では問題がないものの、場合によっ

ては、マイクを持って移動したり、手渡したり、ある

いは卓上スタンドマイクであるとテーブルスペースを

占有したりといった運用や管理が煩雑だったという課

題があった。 

 対してシーリングマイクはその名の通り天井に取り

付けるタイプのマイク。天井に設置されているマイク

が集音してくれるため会議参加者はマイクのことを気

にする必要はない。場所もとらない。初めての人は最

初その存在すら気がつかないかもしれない。 

 ではシーリングマイクには集音範囲の広いマイクひ

とつだけ内蔵しているのかというとそうではなく、

ClearOne 社の BMA360 については、アンプ内蔵の 120

以上のマイクがあの 1 枚のタイルの中に埋め込まれて

いるそうだ。通常マイクの特性から遠くの音は小さく

聞こえるが、この 120 個のマイクによって部屋の隅々

までまんべんなく同じ音質でかつ最適な音量レベルで

集音するとともに、ビームフォーミングという超指向

性を実現する集音技術によって、必要なところにピン

ポイントで人の声を拾うことができる。 

今回、CNA レポートジャパン橋本は、別室でネット

ワークを経由した Web 会議を通して伝わってくる

BMA360 が集音している声を体感したが、部屋のどこ

に座っていても、あるいは歩き回りながら話をしても、

BMA360 は部屋全体をカバーしているのを実感した。

声が小さく聞こえるまだらところもなく部屋のどこか

らでも均一でクリアーな話者の声が聞こえた。 

しかも、BMA360 は集音だけでなくカメラとの連携

も可能となっている。デモではカメラの話者追尾機能

とビームフォーミングの

連動もシンクしているこ

とを確認できた。 

 
部屋をゾーン分けすること

で細かな集音範囲設定が行

える（メディアプラス） 

 

BMA360 は部屋全体を

カバーするだけでなく、カ

バーしている部屋を最大 12 のゾーンに分けて個別に

集音することもできるようになっている。 

たとえば、部屋の中心に BMA360 を設置した場合、

放射線状にゾーン分けすることができる。そして使用

ニーズに応じて「集音するゾーン」と「集音しないゾー

ン」とを分けて設定することも可能になっている（設

定には専用のソフトを使用する）。 

あるいは講堂（都内の大学例）などで部屋前方の演

壇の上に設置した場合、演壇を中心に扇状に設定する

ことにも対応している。さらに、近いところと遠いと

ころとさらに細かくゾーン分けも可能だ。このゾーン

分けができるのも 120 個のマイクを組み合わせている

からだろう。 

このゾーン設定機能の便利さのひとつは、音を集音

しない設定をしたゾーンでは声や環境音がカットされ

る仕組みになっているということ。デモを見たが、集

音する範囲で聞こえていた声が、集音しない範囲へ入

ると聞こえなくなった。もちろん戻ればまた聞こえる

ようになった。最新のバージョンでは、ビーム（集音
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するゾーン）を最大 2 方向まで選択できるようになっ

た。ちなみに、この設定は BMA360 に接続されたパソ

コン上で簡単に操作できるようだ。 

体感的には消音レベルとも言えるが、メディアプラ

スによると、集音しないゾーンでは音が数値的に最大-

40dB 減衰されているという。「完全に消音できるわけ

ではないが、体感的にはかなり有効なレベルで音が聞

こえなくなる。」（メディアプラス） 

以上のように、BMA360 はひとつのシーリングタイ

ルで一般的な広さの会議室の集音が可能だ。しかも柔

軟にゾーン設定することでピンポイントな集音が行え

る。さらに大きな部屋の集音を必要とする場合は、部

屋の大きさに応じて、複数のシーリングマイク（タイ

ル）をディジーチェーン（数珠つなぎ）することで、

講堂やホールなどより広い部屋での集音にも対応して

いる。理論的に 36 台つなげることも可能という。 

「BMA360 は、通常の会議室のほか、役員会議室、

教室、講堂あるいは遠隔医療施設などあらゆる部屋の

音の集音に最適な製品だ。この 10 年のビームフォー

ミングの技術の進化で設置も簡素化されておりコスト

を抑えた導入が可能。設置後も電源を入れるだけです

ぐに使える。」（メディアプラス） 

 

■ブイキューブ：リアルイベントのような没

入感や臨場感のある参加体験を実現する

バーチャル空間型イベントプラットフォー

ム「Touchcast」提供開始 
（8 月 26 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、バーチャル空間型イベントプラット

フォーム「TouchCast（タッチキャスト）」を 8 月 26

日より提供開始する。 

 Touchcast は、イベント DX 先進市場である米国の

TouchCast 社が開発提供するサービスで、ブイキュー

ブが国内独占販売契約を締結する。新型コロナウイス

ル感染拡大をきっかけとする、ライブ配信への急速な

ニーズの高まりが背景にあるという。 

 

Touchcast によるイベントイメージ（ブイキューブ） 

 Touchcast は、リアルイベントのような没入感や臨

場感のある参加体験を実現するところに特徴がある。

参加者を自然に引き込める独自性の高いイベントを配

信可能な点が高い評価を受けて、Fortune 500 企業を

はじめ多くの企業での導入実績、4 日間開催で同時 10

トラック最大 300 以上セッションのグローバルでの大

規模イベントの開催実績がある。 

 TouchCast は、Mixed Reality 技術によるバーチャル

空間セットを作り込み、登壇者のプレゼンテーション

をより魅力的にするための演出をリアルタイムに加え

ながら、ライブ配信を行うことができるようになって

いる。加えて、AI によるプレゼンテーションのリアル

タイム翻訳（字幕＆吹替）も可能となっている。 

登壇者も参加者もインターネットがあればどこから

でも参加でき、登壇者と参加者、参加者（参加者はア

プリインストール不要）同士の双方向コミュニケー

ションが行えるため能動的なイベント参加が可能と

なっている。 

 一方、主催者側においては、参加者の行動ログの取

得に加えて、エンゲージメントスコアを可視化するこ

とができるようになっており、イベント開催の ROI を

向上させる多面的なデータ取得・分析が行える。 

 TouchCast の技術とブイキューブが培ってきたオン

ラインイベントの配信サポート、運用ノウハウ、スタ

ジオ活用などで、顧客のオンラインイベントの成功に

貢献するべく、今回、国内独占販売契約を締結する。 

https://jp.vcube.com/
https://jp.vcube.com/
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■ ギ ン ガ シ ス テ ム ： 簡 単 テ レ ビ 会 議

「LoopGate」にアプリ不要で使える招待機

能をリリース 
（8 月 18 日） 

 ギンガシステム株式会社（https://ginga-sys.jp/）（東

京都渋谷区）は、WEB 会議・テレビ会議システム

「LoopGate（ループゲイト）」にアプリのインストー

ル不要でゲストが接続できる招待機能を追加した。 

 招待機能は、LoopGate ユーザが、ユーザではないゲ

ストをオンライン会議に招待することを可能にする機

能。ゲストは、アプリケーションをダウンロードして

インストールすることなく、パソコンはもちろんスマ

ホやタブレットのブラウザ（Safari、Chrome）を使用

してオンライン会議に参加できる。社外の取引先との

打ち合わせや、営業見込み客との新規商談、採用面接

をより便利に、簡単にできるようになるという。 

 また、万が一、会議中にトラブルが発生しても、ギ

ンガシステムのスタッフがゲストのサポートをする。

今回、招待機能の追加にともない、ゲストも利用でき

るサポート窓口を開設することとした。 

 LoopGate は、20 万人以上、24 年以上の運用実績に

裏付けられる安定した通信を実現している。その安定

性からさまざまな行政機関、金融機関、2,500 社以上

の法人での利用、語学教室など BtoC サービスの実績も

ある。 

簡単テレビ会議 LoopGate は、ボタン一押しですぐ

につながるワンタッチ操作を特徴としており、4 地点

までの会議であれば、多地点接続サーバを介すること

なく、オンライン会議の開催が可能となっている。ま

た、上限数のないクラウド接続の多地点オンライン会

議も行える。さらには、最大 30 コマ/秒のフル HD 映

像、音声は音楽 CD と同じ 20kHz の音声帯域で、サン

プリング周波数は音楽 CD 以上の 48kHz を採用してい

る。 

サポートも充実している。土日祝日平日と毎日受付

の安心サポート体制となっており一次対応から技術ス

タッフが対応する。 

 

■アバー・インフォメーション：NDI 対応の

4K 自動追尾リモートカメラ「PTC310UN」

を発売 
（PRTIMES：8 月 18 日） 

 ア バ ー ・ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社

（https://jp.aver.com/）（東京都新宿区）は、NDI 対応

の 4K 自動追尾リモートカメラ「PTC310UN」を 8 月

19 日に新発売した。 

 今 回発 表さ れた 、AI 自動 追尾 リモ ート カメ ラ

「PTC310UN」は、現在発売中のアバーの AI 自動追尾

リモートカメラ「PTC310U」と同シリーズの上位モデ

ルとなる。 

現行の PTC310U と同じく 4K 出力に対応している

ほか、AI による人体検知機能を活用したターゲットの

自動追尾機能、ターゲットの動きに合わせて事前に指

定したゾーンにカメラの撮影範囲を自動で切り替えを

行う、ゾーンモードといった機能が搭載されている。 

 

NDI 対応 4K 自動追尾リモートカメラ「PTC310UN」 

（アバー・インフォメーション） 

 また、同社の従来製品では対応していなかった、NDI

規格にも新たに対応した。この NDI 規格を活用するこ

とで、NDI 互換のさまざまなシステム・PC・デバイス

などとのリアルタイムな IP 相互伝送が可能となり、高

品質かつ低遅延な映像配信を LAN 環境によって実現

https://ginga-sys.jp/
https://jp.aver.com/
https://ginga-sys.jp/
https://jp.aver.com/
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できる。加えて、映像・音声データの伝送が LAN ケー

ブル 1 本で可能となるため、機器の配線に費やす時間

と労力を削減でき、かさばりがちな配線もすっきりま

とめることが可能となるという。 

 

■サンワサプライ：最大 180°の画角の広範

囲を写せる会議用 web カメラ「CMS-V60BK」

を発売 
（8 月 23 日） 

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

（岡山市北区）は、2 個のレンズを搭載し、最大 180°

の画角の広範囲を写せる会議用 web カメラ「CMS-

V60BK」を発売した。USB コネクタをパソコンに接続

するだけで使用できる。 

 

着脱かんたんなレンズカバー付き CMS-V60BK 

（サンワサプライ） 

 カメラ本体は 500 万画素、フル HD 画質に対応、2

個のレンズを搭載しているため、180°の広範囲を写

せることが可能。5 パターンの画角モードや垂直方向

の角度調整（上・中・下）が可能で、ボタンひとつで簡

単に切替ることができる。 

 また、ステレオマイクを内蔵しており、ヘッドセッ

ト や パ ソ コ ン 用 マ イ ク が な い 場 合 で も Zoom や

Microsoft Teams などでテレビ会議が行える。 

 設置は据え置きから、モニター上、あるいはマグネッ

ト設置、カメラ用三脚とさまざまな設置方法に対応し

ている。サンワサプライ製 WEB カメラ用卓上スタン

ド「CMS-STN1BK」との組み合わせを同社では薦めて

いる。 

 

5 パターン切り替え（サンワサプライ） 

ケーブル長は 2m で、パソコンから離れた場所に本

製品を設置することができる。たとえば、壁面などの

遠い場所に設置して部屋全体を写したい時などに、

ケーブル長に余裕を持たせて設置できる。また、ケー

ブルは着脱可能なので、長さの異なるケーブルの付け

替えが可能となっている。 

 標準価格は、78,000 円（税抜き）。サテライトオフィ

スや在宅ワークなどテレワークを導入している企業や、

オンラインセミナー、オンラインレッスンを検討して

いる方などにおすすめという。 

 

■Poly：フレキシブルなワークスタイルのた

めに開発されたワイヤレスヘッドセット

「Voyager 4300 UC シリーズ」を発表 
（PRTIMES：8 月 26 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（旧 Plantronics

とポリコム）は、ワイヤレス Bluetooth ヘッドセット

「Voyager」ファミリーを拡充し、「Voyager 4300 UC

シリーズ」の提供を開始する。 

 Voyager 4300 UC シリーズは、デスクに置かれたパ

ソコンから最大 50 メートル離れた場所でも使用でき、

自由に動き回ることができるワイヤレスヘッドセット。

https://www.sanwa.co.jp/
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.poly.com/jp/ja
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スマートフォンでの Bluetooth 接続に加え、付属の

BT700 USB アダプタを使用するとパソコンと接続が

できる。また、Zoom と Microsoft Teams 認定を取得

しているため、専用ボタンにより各サービスへの接続

を簡素化することが可能になっている。 

 
Voyger 4300 UC シリーズ（Poly） 

 Voyager 4300 UC シリーズは、自宅、オフィス、外

出先のどこでもプロフェッショナルな品質の音声を提

供する。周囲の不要な騒音を遮断する「Poly Acoustic 

Fence」技術のほか、通話時の過大音響衝撃防止機能を

提供する「Poly SoundGuard Digital」技術、ミュート

中に通話を開始しようとするとヘッドセットがその状

態を感知し音声通知で警告する「Dynamic Mute Alert」

機能も搭載されている。 

  

  導入利用動向-国内           

■tonari：オカムラが新たなワークプレイス

研究の一環として、等身大サイズの対話が

可能な遠隔コミュニケーションサービス

tonari を導入 
（PRTIMES:8 月 16 日） 

 tonari 株式会社（https://tonari.no/ja/）（東京都中

央 区 ） は 、 株 式 会 社 オ カ ム ラ

（https://www.okamura.co.jp/）（東京都港区）に対し

て遠隔コミュニケーション tonari を販売し、7 月 27

日からサービス提供を開始したと発表。今回は tonari

が計画しているうち 3 社目の導入となる。 

 オカムラは、1980 年より働き方や働く空間に関す

る研究機関を設け、調査・研究を続けてきた。2020 年

以降、働く場の「分散」への対応が求められるなかで、

多様化した働き方に対応するワークプレイスへ進化さ

せるため、オカムラでは tonari を実験的に導入するこ

とを決めた。 

 Tonari は臨場感のある等身大サイズでの対話が可能。

オカムラの社員によると、全身映っているだけでこん

なにも繋がりを感じるものなのだと感動し、その繋が

り感や対話のしやすさが離れた拠点を繋ぐ新しい架け

橋となってくれることを期待しているという。また別

の社員は、今回、tonari を通して、まずは物理的に離

れている部門間でのやりとりを、もっと活発に広げて

いきたいと考えているという。働く場が多様化する中、

tonari があると遠く離れた人とも空間を超えてシーム

レスに「会える」ので、人と会うツールとしてのオフィ

スの役割を強化できると同社では期待する。 

 tonari は、2017 年に元 google のプロダクトマネー

ジャーのタージ・キャンベル氏とエンジニアの川口良

氏が創業したソーシャルベンチャー。ミッションは仕

事や教育の機会、コミュニティにいつでも繋がれるよ

う、物理的な距離による境界のない世界を作り出すこ

と。都心部にあるオフィスと海辺の町である葉山のオ

フィスを tonari でつなげ、12 名の多国籍で経験豊富

なチームが国内外、場所にとらわれず働いている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■【Lenovo × Barco × Jabra】 ハイブリッドな働き方に合

わせた会議室の在り方 

日時：9 月 8 日 14:00～ 

会場：オンライン 

共催：レノボ・ジャパン合同会社、バルコ株式会社、GN

オーディオジャパン株式会社 

詳細・申込：

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_02SfKSIqQ

https://tonari.no/ja/
https://www.okamura.co.jp/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_02SfKSIqQs29eOJWh_ezjQ
https://tonari.no/ja/
https://www.okamura.co.jp/
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■【オンラインセミナー】ここまでできる！簡単！ 

Microsoft + Poly で実現する「ハイブリッドワーク」 

日時: 9 月 10 日（金）午後 12:05～13:00 

会場：オンライン 

主催：マイクロソフト株式会社、Poly 

詳細・申込：

https://msevents.microsoft.com/event?id=3048362290 

 
■Adobe デジタルラーニングソリューションのご紹介 

日時：9 月 13 日（月）15:00～15:30 

会場：オンライン 

主催：株式会社サムライズ 

詳細・申込：

https://www.samuraiz.co.jp/event/captivateprime_seminar.

html 

 
■ブイキューブセミナー（9 月） 

「Web 講演会に新しい選択肢を！医師の交流が可能な参加

型 Web 講演会とは？」「【知らなきゃ損！】イベント× 

デジタル × セールスの 今 と これから」など 

会場：オンラインセミナー／オンディマンド視聴もあり 

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

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（9 月～10 月） 

「Webex Meetings +Message 新機能」「はじめての Slido 

フィードバックを集める」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 
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