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  製品・サービス動向-国内              

■ブライトコンパス：「Web 会議ゲートウェ

イレンタルサービス」を提供開始、テレビ

会議システム専用機とあらゆる Web 会議

を接続、国内で初めて 
（PRTIMES:10 月 8 日） 

  株 式 会 社 ブ ラ イ ト コ ン パ ス （ https://chuko-tv-

kaigi.com/）（東京都世田谷区）は、テレビ会議システ

ム専用機と Web 会議を連携させる「Web 会議ゲート

ウェイ」のレンタルサービスの提供を 10 月 8 日より

開始する。テレビ会議システム専用機とあらゆる Web

会議を合体させるゲートウェイのレンタルサービスは

国内初となる。 

 

Web 会議ゲートウェイ（ブライトコンパス） 

 
Web 会議ゲートウェイの仕組み（ブライトコンパス） 

 同社が提供する Web 会議ゲートウェイは、テレビ会 

議システム専用機で利用するネットワークに接続した 

 

1 台の Web 会議ゲートウェイと、Web 会議で利用す

るネットワークに接続した Web 会議参加用の PC を連

携させることで、テレビ会議システム専用機と Web 会

議を統合した会議を実現するという仕組み。 

 特定の Web 会議のみに対応したソリューションも

あるが、ブライトコンパスの提供する Web 会議ゲート

ウェイは PC を利用するあらゆる Web 会議に対応す

る。その際に、従来利用しているテレビ会議システム

や Web 会議の設定変更は基本的に不要という。また、

レンタルではあるが、最低利用期間の設定等はなく、

手軽に安価に利用できるという。 

 1 台あたりのレンタル料金は、初期費が 11,000 円

（税込）、月額利用費が 11,000 円（税込）となる。2

週間以内の利用の場合は 5,500 円（税込）。 

 レンタルは 2 週間以内の短期の利用と、1 ヶ月以上

の長期の利用のいずれにも対応している。申込は同社

のサービス紹介ページ「中古テレビ会議.com Web 会

議ゲートウェイレンタルサービス」（https://chuko-tv-

kaigi.com/?mode=f45）から。機能確認のための評価機

の貸出も行っている。 

 ブライトコンパスは、2013 年 9 月設立。テレビ会議

システムのレンタル・中古品の販売を行っており、中

古テレビ会議.com（https://chuko-tv-kaigi.com/）を運

営している。 

 

■ドコモ・システムズ：ドコモグループ公式

Web 会議「letaria」サービス提供開始 
（PRWire：10 月 1 日） 

 ドコモ・システムズ株式会社（https://www.docomo-

sys.co.jp/）（東京都文京区）は、10 月 1 日より、Web

会議サービス「letaria（レタリア）」を法人企業向けに

https://chuko-tv-kaigi.com/
https://chuko-tv-kaigi.com/
https://chuko-tv-kaigi.com/?mode=f45
https://chuko-tv-kaigi.com/?mode=f45
https://chuko-tv-kaigi.com/
https://www.docomo-sys.co.jp/
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https://chuko-tv-kaigi.com/
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提供を開始する。同社では、昨年、12 月 24 日発表の

β版を発表していた。 

 letaria は、ドコモグループの公式 Web 会議サービ

スで、Chrome ブラウザだけで利用できるシンプルな

オンラインコミュニケーションツール。従来のドコモ

Web 会議「sMeeting（エスミーティング）」の良さを

引き継ぎ、カジュアルな会議からフォーマルな会議ま

で必要な機能を搭載している。スマートフォンやタブ

レットからはモバイル用アプリを使用する。 

 

 
letaria(ドコモ・システムズ) 

今回、従来の資料・音声中心の Web 会議に「ビデオ

ミーティング」機能を追加し、2 つのモードで活用で

きる新しい Web 会議サービスを開発した。 

 テレワーク時に不足しがちなカジュアルなコミュニ

ケーションには、簡単操作でシンプルにビデオコミュ

ニケーション可能な「グリットビュー」モードで、1on1

やチームミーティング活用に最適という。また、資料

中心で事務局が必要な定例会議等には、セキュアに

ペーパレス会議運用が可能な「プレゼンテーション

ビュー」モードを提供している。 

 料金プランは、組織（グループ）単位での契約とな

る。組織メンバー数を設定する「組織人数制限プラン」

と、組織の人数を制限せず月刊の会議開催回数を設定

する「月間会議回数プラン」の 2 つのプランを用意し

た。 

いずれも 1 ミーティングあたり 100 名（ゲストも含

め）までの会議を開催できる。ただし、組織人数制限

プランでは会議を制限無く開催することができるが、

一方、月間会議回数プランでは月間の会議開催数に上

限を設けたプランとなっている。 

 組織人数制限プランの利用料金は、1ID あたり月額

1,760 円。5ID～となっている。また、月間会議回数プ

ランでは、月間 10 回（月額 5,500 円）、20 回（月額

8,800 円）、及び 50 回（月額 14,200 円）～のコース

を用意しており、お試し利用にも適しているという。 

 今回の新たな Web 会議サービスの提供開始に伴い、

sMeeting 契約ユーザには契約満了まで、人数・回数制

限なしで letaria も利用できるよう環境を用意する。 

 ドコモ・システムズによると、sMeeting について即

座にサービス停止する予定はないという。letaria で代

替できない機能を使っているユーザには継続してサー

ビス提供を継続する。今後、letaria に必要な機能を充

実させた上で移行を進めていくとしている。 

 

■GN オーディオジャパン：4K Ultra HD 対応、

AI 自動ズーム機能を搭載したパーソナル

WEB 会議用カメラ「PanaCast 20」を 10 月

より販売開始 
（PRTIMES:10 月 1 日） 

 GN オ ー デ ィ オ ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.jabra.jp/）（東京都港区）は、世界初

180°パノラマ 4K 対応インテリジェントカメラ

「PanaCast」シリーズより、快適なオンライン会議を

サポートするインテリジェントパーソナル WEB カメ

ラ「PanaCast 20」を 10 月より販売開始する。希望小

売価格は 35,000 円（税抜）。 

 高度なプロセッサー、パワフルなオンボード AI、13

メ ガ ピ ク セ ル の プ レ ミ ア ム カ メ ラ を 使 用 し た

PanaCast 20 は、シャープでクリアな 4K Ultra-HD 映

像をほぼ遅延なくリアルタイムで提供できるのが特長。 

https://www.jabra.jp/
https://www.jabra.jp/
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PanaCast 20（GN オーディオジャパン） 

 主な機能としては、以下の通り。 

（1）「インテリジェントズーム」：AI がユーザの動

きを自動で追い、リアルタイムで瞬時に画角を調整す

るインテリジェントズーム。これにより、ユーザが常

に画角の中心にいることが保証されるため、まるで参

加者同士が同じ部屋にいるような感覚で自然に会議を

行うことができるという。 

 （2）「自動照明補正」：使用環境を分析し自動で明

るさを調整するため、照明が不十分な場所でも優れた

ビデオ品質を提供する自動照明補正機能（Lighting 

Optimization）もある。 

 （3）「ピクチャーインピクチャーモード」：強力な

Edge AI 処理により、メインピクチャー内に別のビデ

オストリームを設定・統合することができるピク

チャーインピクチャーモードも搭載している。 

 その他、Jabra PanaCast 20 本体には、プライバシー

カバーやモニターに固定することが可能なクリップも

提供されている。 

 主要な UC プラットフォームに対応しており、ヘッ

ドセット「Jabra Evolve2 65」やスピーカーフォン

「Speak 750」などと組み合わせても使用することが

できる。さらには、定期的なソフトウェアアップデー

トも提供されている。 

 GN オーディオジャパンは、デンマーク（コペンハー

ゲン）を本拠とする業務用およびオフィス向け、コン

シューマー向けヘッドセットブランド Jabra（ジャブ

ラ）を展開する GN AudioA/S 社の日本法人。GN グルー

プは全世界で 6,500 人の社員を擁し、2020 年の年間

収益は 134 億 DKK（約 2,302 億円）に上る。そのう

ち、Jabra は年間売上 87 億 DKK（約 1,495 億円）、

社員は約 1,900 人で、ナスダックコペンハーゲンに上

場している。 

 

■メタップス：世界で 280 万人が利用する

ウェブ会議システム「Webex」と SaaS 一

元管理ツール「メタップスクラウド」が連

携開始 
（PRTIMES：10 月 6 日） 

 株式会社メタップス（https://metaps.com/）（東京

都渋谷区）は、SaaS 一元管理ツール「メタップスクラ

ウド」がシスコシステムズ合同会社の提供する Web コ

ラボレーションツール「Webex」との SAML 認証によ

る API 連携を開始したと発表。 

 
SAML 認証による API 連携を開始（メタップス） 

 現在、テレワーク・在宅勤務などの新たな働き方が

浸透している中、SaaS の利用が急速に進んでおり、

SaaS 利用数の増加により、パスワード管理やアクセス

管理などのセキュリティ対策を講じる工数が肥大化し

ているという。 

 今回の連携により、各 SaaS にログインする際に必要

な ID やパスワードを個別に管理する必要がなくなり、

メタップスクラウドの認証基盤を利用することで、

Webex へのシングルサインオン（SSO）によるログイ

ンが可能になる。 

 メタップスクラウドは、SaaS 利用に必要なセキュリ

ティ対策の業務の効率化を図り、企業の SaaS 利用の推

進を支援していく。また、今後各種 API 連携を強化し、

https://metaps.com/
https://metaps.com/
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メタップスクラウドのダッシュボード上で、利用する

全ての SaaS を管理・運用できる仕組みを構築するとし

ている。 

 

■ロジクール：タッチパネルをタップするだ

けで会議を開始できる「Tap IP」と、会議室

の使用・予約状況が簡単に把握できる「Tap

スケジューラー」を発表 
（10 月 7 日） 

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

jp）（東京都港区）は、タッチコントローラ「Tap IP」

を 12 月上旬に、会議室用スケジューリングパネル

「Tap スケジューラー」を 11 月下旬に正規販売代理

店にて発売する。 

 
Tap IP および Tap スケジューラー（ロジクール） 

 同社が現在販売している「Tap ルームソリューショ

ン」はカメラ・スピーカー・マイクにタッチパネル「Tap」

をセットすることで、システム導入の手間や操作・運

用を簡素化し、誰もが直感的に使用できる操作性を実

現している。ユーザに求められるリモートデバイス管

理やセキュリティ、ケーブル管理を含むエレガントな

デザイン、主要なビデオ会議システムとの互換性を手

頃な価格で提供しており、ハイブリットオフィスが普

及するなかでも好評を博しているという。 

 今回発表した、Tap IP は、10.1 インチのタッチディ

スプレイを備えた薄型のコントローラ。ロジクールの

一体型ビデオ会議システム「Rally Bar」か「Rally Bar 

Mini」、またはコンピューティングアプライアンス

「RoomMate」と組み合わせて用いるようになってい

る。 

 「Microsoft Teams Rooms on Android」や「Zoom 

Rooms」、「RingCentral Rooms」とシームレスに連携

して、タッチパネルをタップするだけで会議を開始で

きるほか、コンテンツの共有なども迅速かつ手軽に行

える。 

 Tap IP は、1 本の PoE ケーブルで電源供給とデータ

通信を行う。PoE ケーブルを筐体の背面に固定できる

うえ、会議室システムとの有線接続が不要なので、柔

軟かつすっきりとした設置が可能。別売りのマウント

を用いれば、テーブルや壁、見やすい角度に本体を固

定できる。本体カラーは、グラファイトとホワイトの

2 色から選べる。 

 一方、Tap スケジューラーは、会議室前に設置する

もので、Microsoft Teams パネルや Zoom Rooms スケ

ジュール作成用ディスプレイとして利用できる。その

他の主要な会議室スケジューリングソリューションと

も連携可能となっている。LED ライトが緑なら空室、

赤なら使用中と、室内を確認せずとも使用状況を把握

できる。ディスプレイの大きさは 10.1 インチと見やす

く使いやすい大きさで、その場で会議室の予約を行う

こともできる。 

 Tap IP の参考価格は 95,365 円（税込）。寸法は、

高さ 56.1mm x 幅 246.2mm x 奥行 171.3mm で、重

量は 1kg。 

 Tap スケジューラーの参考価格は 99,750 円（税込）。

寸法は、本体のみで、高さ 165mm x 幅 246.2mm x 奥

行 28.5mm で、重量は 0.7kg。 

両製品とも 2 年間無償保証が付くが、1 年間延長保

証オプションも用意されている。 

 

  

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
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  導入・利用動向-国内           

■ブイキューブ：羽田空港の ANA ラウンジに

「テレキューブ」を設置し、トライアル開

始 
（10 月 4 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） は 、 全 日 本 空 輸 株 式 会 社

（https://www.ana.co.jp/group/）（東京都港区）が取

り組む空港ラウンジの快適な環境づくりにおける個室

ブースの試験導入に、「テレキューブ」が採用された

と発表。 

 羽田空港第 2 ターミナル本館南側（62 番ゲート付

近）4 階 ANA SUITE LOUNGE 受付エリア付近に、個室

ブース「テレキューブ ソロ型」（スチール製・1 人

用）を 3 台設置する。実施期間は 10 月 11 日～約 3 ヶ

月間。ラウンジの営業時間内の使用が可能となってい

る。 

 
テレキューブ（ブイキューブ） 

 ブース室内には PC を置けるデスクやソファ、コン

セントを完備しており、充電しながら作業を行うこと

ができる。 

外部の音を気にならない程度に遮断し、内部からの

音漏れも少ない防音設計のため、電話や Web 会議で周

囲を気にせずコミュニケーションを取れるとしている。 

 衛生に配慮した仕様になっており、ブースの天井に

装備された 2 個の換気ファンにより、ブース内の空気

を換気し、密閉を防ぐ効果もある。また、耐薬仕様の

ソファや抗ウイルス・抗菌性のある表面材の仕様の

テーブルなど、衛生に配慮した防音個室の作りとなっ

ている。 

 利用対象者は、ANA マイレージクラブ「ダイヤモン

ドサービス」メンバーの顧客および同行者 1 名、ANA 

Million Miler Program「Lounge Access Card」を持っ

ている顧客および同行者 1 名、「ANA SUITE LOUNGE」

ご利用券をお持ちの顧客、となっている。 

 テレキューブは、「Web 会議の場所がない」問題を解

決する個室ブースを 2017 年から提供している。昨今、

テレワークが浸透し、Web 会議やオンラインセミナー

などリモートコミュニケーションが日常的に用いられ

るようになったことで、オフィス内や公共空間への設

置が加速しており、2021 年 6 月末時点で既に 4,200

台以上活用されているという。 

 

■ブイキューブ：グリーが初めて開催した完

全オンライン株主総会に採用 
（9 月 30 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、グリー株式会社（東京都港区）が、9 月

28 日に初めて開催された完全オンラインでのメタ

バース株主総会に、「バーチャルオンリー株主総会配

信サービス」と運用サポートを提供した。 

 株主総会へのオンライン活用については、株主に

とっては時間や距離の制約がなくなり出席しやすくな

る、株式発行企業にとっては事前質問受付など株主と

の新たな対話機会を創出できるといったメリットがあ

る一方で、通信障害への懸念や漠然とした運営への不

安の声も聞かれる。 

 グリーでは、「株主との対話の深化を目指し、オン

ラインでのさまざまな可能性を模索している。ブイ

キューブは、完全オンラインでの株主総会開催にあ

たって、最大のリスクと考えられる通信障害に対して

も、配信機材や配信システムが冗長化されていること

に加え、総会準備の早期段階から当日の配信まで、さ

https://jp.vcube.com/
https://www.ana.co.jp/group/
https://jp.vcube.com/
https://jp.vcube.com/
https://www.ana.co.jp/group/
https://jp.vcube.com/
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まざまな相談に応じてくれた。この事務局と一体と

なったブイキューブの運用サポート体制により、安心

して当日を迎え、滞りなく定時株主総会を終えること

ができた。」と評価している。 

 

完全オンラインでのメタバース株主総会の様子 

（ブイキューブ） 

 ブイキューブでは、出席型ならびに参加型のハイブ

リット型バーチャル株主総会の開催に対応するシステ

ムと運用サポートを提供している。バーチャル株主総

会に必要な機能が充足しているだけでなく、IT 面での

障害が起因となったバーチャル株主総会自体の中止を

回避できるよう、配信機材や配信システムなどを冗長

化した安心・安全のシステムとなっている。運営事務

局の方が安心感を持って取り組んでいただけるよう、

前日や当日のリハーサルにとどまらず、早期段階から

運用サポートを提供している。 

 ブイキューブは、今後も、ミッションに掲げる「Even

な社会の実現」を実現するため、「いつでも」「どこで

も」コミュニケーションが取れる環境を整備すること

で、時間や距離の制約によって起こるさまざまな機会

の不平等の解消に取り組んでいくとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■POLY 主催 「HELLO HYBRID」MICROSOFT + POLY 

WEBINAR 

日時：10 月 19 日 (火) 13:00～ 

会場：オンライン 

主催：Poly 

詳細・申込： 

https://connect.poly.com/APAC-EV-CU-Poly-led-Hello-

Hybrid-Microsoft-Poly-Webinar-LP--JA.html 
 

■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：10 月 27 日(水) 11:00～11:45 

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/12452#/ 
 

■ブイキューブセミナー（10 月～11 月） 

「個室ブースオンライン体験セミナー」「低遅延ライブ配

信を支える技術とは？」「こんなに違う!? Web 会議専用機

材で快適な Zoom 会議を実現する」「防災 DX で意思決定

のスピードと質を向上！」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（10 月） 

「Webex アプリの基本：新機能とロードマップ」「公的機

関お客様むけ Webex 使い方ウェビナー」「Webex App に

ついてご紹介」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。
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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（遠隔会議＆UC トレンドワッチ） 

 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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