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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.20 2021 年 10 月 31 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■DTEN 日本：Zoom レディのオールインワ

ンタッチディスプレイを会議室や在宅勤務

者向けに提供、今後、手話通訳などで地方

公共団体などに対する販売強化を図る 
（取材：10 月 8 日） 

 DTEN 社（https://jp.dten.com/）（米国・カリフォル

ニア州）は、Zoom レディのオールインワンタッチディ

スプレイを会議室や在宅勤務者向けに提供している、

ワールドワイドに展開するメーカー。 

前職でマルチタッチディスプレイなどを開発する

PQ Labs 社ジェネラルマネージャーを務めた Wei Liu

氏が 2015 年に設立した DTEN 社は現在、日本を含め

北米欧州アジアなど世界 13 カ所にオフィスがある。 

 「Zoom レディプロダクトは、Zoom から一緒に開発

しないかと声がかかったのがきっかけ。以後、Zoom 社

はソフトウェアの部分、そして DTEN 社はハードウェ

アの部分をお互いに担い協同して製品開発を行ってい

る。」（DTEN 日本） 

また 10 月 19 日には、Zoom 社からの新たな出資を

得たとの発表。両社の関係を強化し、製品やサービス

の開発を加速する狙いがある。合わせて、新製品「DTEN 

ME Pro」（後述）やサポートサービスを提供する「DTEN 

as a Service」の他、米 SYNNEX 社とディストリビュー

ションで提携したとの発表もある。 

日本では、エレクトロニクス専門商社である伯東株

式会社（https://www.hakuto.co.jp/）（東京都新宿区）

と、IT ソリューションを提供する Rahi Systems Japan 

LLC（https://ja.rahisystems.com/）（東京都世田谷区）

が DTEN 社の製品の国内販売を手がけている。また、

ビックマック株式会社（https://dten-bigmac.net/）（東 

 

 

 

 

京都港区）が運営するオンラインショップで個人でも

購入ができるようになっている。 

 

DTEN ラインナップ 

 現在、DTEN 社が Zoom 向けオールインワンタッチ

ディスプレイとして提供しているのは、会議室向けの

4K 対応「DTEN D7」、在宅勤務者などを想定したフル

HD 対応「DTEN ME」と最近発表された「DTEN ME Pro」。

（これらの他、日本未発表の会議室向け「DTEN ON」

もある。） 

いずれの製品も、Zoom がプリインストールされて

おり、マイク・カメラ・スピーカーを内蔵し、コラボ

レーションのために必要な機能を全て統合した、オー

ルインワン、プラグアンドプレイソリューションと

なっている。 

 
DTEN GO with Mate（DTEN） 

また、オールインワン以外に、既存のディスプレイ

を活用してタッチ操作が行える、12 マイクロフォンア

レーと 4 スマートカメラを搭載したビデオバーの形状

をした製品「DTEN GO with Mate」も提供している。

このモデルももちろん Zoom もプリインストールされ

ている。 

 

https://jp.dten.com/
https://www.hakuto.co.jp/
https://ja.rahisystems.com/
https://dten-bigmac.net/
https://jp.dten.com/
https://www.hakuto.co.jp/
https://ja.rahisystems.com/
https://dten-bigmac.net/
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DTEN D7 

 

DTEN D7（左写真）

は、4K ディスプレイ

の他、16マイクアレイ、

最大視野角 120 度、AI

技術による最良の音

声を提供するモデル。

これ一台でビデオ会

議、ホワイトボード、

ドキュメント共有が行える。 

55 インチと 75 インチを用意している。55 インチ

モデルで、ベゼル幅が 13mm、最薄部が 12mm、重量

が 23kg。 

なお、DTEN D7 は国際的なプロダクトデザイン賞で

ある「2019 Red Dot Best of the Best Award」を受賞し

ている。 

 

DTEN ME/DTEN ME Pro－－Zoom for Home 

一方、DTEN ME は、27 インチの 1080p ディスプレ

イに加え、マイク（8 マイクアレイ）・カメラ（3 カメ

ラアレイ）・スピーカー（背面に 2 つ）を内蔵したモ

デルで、ホームオフィス用に最適化されている。 

在宅ワーカーがチームとリモートで接続することで、

オフィスにいるような臨場感や自宅からプロフェッ

ショナルなミーティングが行えるのが特長。軽量

（6.5kg）、薄型（最薄部が 13mm）で自宅の中で持ち

運ぶことも可能だ。 

また、先述の最近発売になった DTEN ME Pro は、既

存の DTEN ME をベースに USB Type-C の出⼒ポート

を追加したモデルとなる。つまり、DTEN ME Pro は、

Zoom 会議用途だけでなく、既存の PC のタッチディス

プレイとして使う場合に便利な機能を搭載しているモ

デルといえる。 

 

DTEN ME/DTEN ME Pro(DTEN) 

 

DTEN ME Pro であれば PC 画面を DTEN ME Pro に表示させ

タッチ操作が行える（DTEN） 

DTEN ME Pro と PC の間を HDMI と USB Type-C の

2 本のケーブルで接続するだけで HID デバイス（特別

のソフトウェアは不要）として認識され、PC の画面を

DTEN ME Pro の画面に投影し指タッチで操作できる

ようになる。もちろん、DTEN ME Pro に内蔵されてい

るマイク・カメラ・スピーカーも PC 用に使えるように

なっている。ちなみに、その状態から Zoom 会議に戻

る場合は本体後ろ側にあるボタンを押すだけで切り替

えができるようになっている。 

 

DTEN ME/DTEN ME Pro の特徴 

DTEN ME/DTEN ME Pro は、持ち運びができる箱か

ら出して、電源や LAN ケーブル（Wifi 環境であれば電

源のみ）を接続して、電源を入れれば自動で起動し始

める。そのあと、Zoom アカウントの設定、Wifi／LAN

の設定をするだけですぐに Zoom ミーティングが行え



CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              3/9                      Vol.23 No.20 October 31, 2021 
 

 

るようになっている。15 分もあればセットアップは完

了する。 

電源 OFF にする場合は、画面裏側のボタンを長押し

するとシャットダウンするようになっている。再度電

源を入れる場合はそのボタンを押すだけで起動し、

セットアップ後に現れる初期画面が表示する。 

初期画面は、通常 DTEN ME/DTEN ME Pro を使う際

に表示されるメニュー。そのメニューには 6 個のボタ

ンがあるのみ。「ミーティング」「参加」「電話」「ホ

ワイトボード」「画面共有」「連絡先」。 

インスタントミーティングを行うのであれば「ミー

ティング」ボタンを押せばすぐに会議室に入る形に

なっている。また、他の Zoom ミーティングに参加す

る場合はこの「参加」ボタンを押すとミーティング ID

とパスコードを入⼒する画面が出てくる。また、「ホ

ワイトボード」は Zoom ミーティングに入らずにその

場だけでのホワイトボードを使う際に押す形になって

いる。手書きした○や□などの形状を判別するスマー

ト認識にも対応している。作成したホワイトボード資

料は ME/ME Pro の画面上ですぐにメールもしくは

チャットで送れるようになっている。 

また、システムなどの設定用のアイコンは画面下部

をタップすると表示されるようになっている。DTEN 

ME/DTEN ME Pro の画面では通常は 6 つのアイコン

のみで表示されている状態になっている。 

設定用のアイコンをタップすると設定画面が現れそ

こでは、マイク（ノイズ抑制設定もあり）やスピーカー

の設定、LAN/Wifi 設定、カメラ制御、セキュリティ、

Bluetooth（外部マイクやスピーカーフォン接続用）設

定、Zoom アプリ・DTEN ME/Pro ファームウェアアッ

プデートなどの他、などが行えるようになっている。 

一方、Zoom ミーティング関連では、ビデオ会議、ホ

ワイトボード、チャット、ブレイクアウトルーム、手

を挙げる機能、ミーティング記録、バーチャル背景設

定、セキュリティなど標準的な Zoom ミーティング機

能のほか、参加者管理、会議のスケジューリング機能

（Outlook、Google カレンダーとの連携）、iPad/iPhone

を使った ZoomRooms コントローラー、バーチャル受

付（キオスク）モードなどの機能が用意されている。

さらに、手持ちのパソコンやスマートフォンのデータ

を DTEN ME/DTEN ME Pro で行っている Zoom ミー

ティングで共有させる機能（超音波近接検出）なども

ある。 

 
CNA レポート・ジャパン橋本のホームオフィス（上

写真）で実際に DTEN ME Pro をお借りして数週間利用

させていただいたが、マルチスクリーンを常用してい

る者からすると、DTEN ME Pro といったビデオ会議用

に 1 台あると、PC 用画面をビデオ会議が占有する必要

がなく、PC 用画面とは別の画面でビデオ会議が行える

ためとても便利と感じた。しかも、27 インチの大きさ

や 120 度の広角カメラのため、丁度良い目線の高さで

Zoom 会議ができそうだ。また PC 画面としても使える

し、またマルチスクリーンの一台としても使える便利

さも良い。 

 

DTEN 日本での今後の展開 

「日本国内での当社 DTEN 製品は、法人での導入が

8 割で、あと地方公共団体や学校などで幅広く導入さ

れている。導入ユーザからは、セットアップが容易で、

直感的で簡単な操作性、高いレスポンス性を持つマル

チタッチディスプレイが評価されている。サポートも
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日本国内で提供している。」（DTEN 日本） 

その中で DTEN ME は、一例として、成蹊大学で今

年 40 台導入されたという。また、北米では 60 以上も

の大学など学校で既に導入されており、外部の専門家

を Zoom でつないで授業を行うなどで使われているそ

うだ。 

「DTEN ME は国内では 1 台 11 万円の手頃な価格で

販売されている。今後、地方公共団体などにおいて

DTEN ME を使った手話通訳などでメッシュ状に販売

展開していきたいと考えている。」（DTEN 日本） 

 

■VTV ジャパン：Zoom 有料ライセンスの販

売を開始、国内コールサポート付で運用管

理者の負荷とトラブルリスクを軽減 
（10 月 20 日） 

 VTV ジャパン株式会社（https://www.vtv.co.jp/）（東

京都千代田区）は、コールサポート付きの Zoom のビ

ジネス向けライセンスを 10 月 20 日から販売開始す

る。 

 日本国内で認知度が高い Web 会議サービス Zoom

を社内外のコミュニケーションツールとして本格運用

を開始する企業が増えている。しかし一方で、不意の

トラブル時の対応や操作方法、安全な運用などを相談

できる問い合わせ先が少なく、運用管理者には頭が痛

い問題だった。 

 そこで VTV ジャパンでは、Zoom の取り扱いを開始

するにあたり、ビジネスでも安心して利用いただける

よう、企業向けのコールサポート付きライセンス「VTV  

edition」を提供する。 

 必要なライセンス数や機能に応じて選択できるプロ

（Pro）、ビジネス（Biz）、エンタープライズ（Ent）

の 3 つのサービスすべてに、運用管理者が利用できる

コールサポートが付帯する。自社内に設置された VTV

サポートデスクにて、各メーカーのオンライン会議

ツールやテレビ会議専用端末に精通する専任スタッフ

が直接対応して運用管理者をサポートする。 

 また、上記 3 つの Web 会議用基本サービスの他、

ウェビナー開催に特化したオプション「Zoom Video 

Webinar」や、会議室から Zoom での会議にスムーズ

に参加できるようになる専用デバイス「Zoom Rooms」、 

専用デバイス用ライセンス「Zoom Rooms ライセンス」

も提供する。その他、会議室から Web 会議で参加する

際の音声品質の向上についても、さまざまなシチュ

エーション毎に提案を行う。 

 VTV ジャパンはオンライン会議専門販売会社として、

コロナ禍以降に見直しが必要になった企業のオンライ

ン会議環境全般の相談に対応する。 

 

■パルケ：ウェブ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 10 月 19 日より無料提供を

開始 
（PRTIMES：10 月 19 日） 

 株式会社パルケ（https://parque.io/）（東京都港区）

は、ウェブ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 を 10 月 19 日より無料で提

供開始する。 

 
パルケ（パルケ） 

パルケは、リモートワークやパラレルワークでも働

く人とつながりを感じられるスペースと、コラボレー

ションを成功に導くための機能がオールインワンに

なったツールキット。 

今年 2 月からの一般向けオープンβテストを通して

https://www.vtv.co.jp/
https://parque.io/
https://www.vtv.co.jp/
https://parque.io/
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ユーザから意見やフィードバックを受けサービス改善

を実施、今回、正式リリースとなった。全ての機能を

制限なく無料で利用できるようになっている。 

有料プランの開始時期は未定だが、開始後も無料プ

ランのまま使い続けることができるし、有料プランへ

移行してもデータはそのまま引き継ぐこともできると

いう。 

 パルケのウェブ会議は誰もがフラットに参加できる

ところが特長のひとつで、パルケのアカウントを持っ

ていなくても、URL を共有するだけで誰でもウェブ会

議に参加することができる。「AI を活用した文字越こ

しや自動翻訳」「同時編集可能なメモ」「複数画面共

有（最大 3 名同時）」などがビルトインされている。 

 また、社外の人ともチャットやメモで情報共有が可

能。クライアントや取引先など社外のゲストをパルケ

に無料招待することで、会社を超えたプロジェクトで

も円滑なコラボレーションを実現するという。もちろ

ん、ゲストは招待されたチャットやメモへのアクセス

に制限されるためセキュリティも守られるとしている。

また、同時編集可能なメモはチャットに紐付けて複数

管理することができるため、情報の整理や集約に便利

という。 

 転職しても、プロジェクトが終わっても、パルケユー

ザ同士であれば直接コンタクトを取ることができ、そ

の都度プロフィールを更新し、デジタル名刺として活

用できるようになっている。 

 リモートワークやパラレルワークの浸透など働き方

が大きく変化していく中、「いつでも、どこでも」時

間や空間に縛られず、そして社内外を問わず、プロジェ

クトごとに人が集まってコラボレーションをすすめて

いく機会が増えている。それに伴って、コミュニティ

の軸も企業内の人間関係だけでなく、業種・職種・趣

味などへの複線化が着実に進んでいる。そこで同社で

は、未来に向けて変化していく社会を見据えて、離れ

ていてもつながりを感じることができるコラボレー

ションツールの開発を進めてきた。 

  ビジネス動向-国内          

■VTV ジャパン：シュア・ジャパンと代理店

契約を締結、両社の経験・実績・ノウハウ

を組み合わせ最適なオンライン会議室の音

環境をデザイン 
（10 月 28 日） 

 VTV ジャパン株式会社（https://www.vtv.co.jp/）（東

京都千代田区）は、オーディオテクノロジーの世界的

リーディングカンパニーShure の日本法人、シュア・

ジャパン株式会社（https://www.shure.com/ja-JP）（東

京都港区）と代理店契約を締結したと発表。 

 昨今ハイブリットワークが常態化し、遠隔コミュニ

ケーションの基盤はテレビ会議システム専用機から、

コロナ禍よりに普及拡大した Zoom や Microsoft 

Teams などの Web 会議へと変わったが、一方で、マ

イク性能や利用方法に由来された「音声」に関する品

質劣化などオンライン会議にまつわる音声のトラブル

に関した相談を、VTV ジャパンでは昨年の緊急事態宣

言解除後以降多数受けてきたという。 

 音のトラブルは、意見が伝わらない、相手の意思が

理解できない、会議に集中できないなどのさまざまな

ストレスを生み、結果、コミュニケーションロスを招

く。 

 シュア・ジャパンはプロオーディオで培われたマイ

ク技術と、会場の環境や利用シーンに合わせた設定・

チューニングの経験・実績・ノウハウを持つ、会議マ

イクのプロフェッショナル。シュア・ジャパンの持つ

技術を活かし、VTV ジャパンの強みであるオンライン

会議のプロとしてのソフト面を含めた長年の経験・実

績・ノウハウを加えることで、さまざまな顧客ニーズ

を満たす最適なオンライン会議室の音環境をデザイン

し、提供できるという。 

音来会議の音声、音質クオリティをアップすること

は、会議効率、仕事⼒の向上へとつながる。VTV ジャ

パンでは今後も、オンライン会議に関する課題や問題

https://www.vtv.co.jp/
https://www.shure.com/ja-JP
https://www.vtv.co.jp/
https://www.shure.com/ja-JP
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への最適解を提供していくとしている。 

 

■ブイキューブ：Sansan の法人向けセミナー管理

システム「Sansan Seminar Manager」の販売

パートナー契約を締結、イベントテック分野で

の連携を強化 

（10 月 28 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港 区）は 、Sansan 株式会 社（https://jp.corp-

sansan.com/）（東京都渋谷区）と法人向けセミナー管

理システム「Sansan Seminar Manager」の販売パート

ナー契約を締結したと発表。イベントを共催するなど

の協業の機会がこれまでもあったが、今回の契約締結

により両社のイベントテック分野での連携を強化して

いく。 

 
イ ベ ン ト テ ッ ク 分 野 で 連 携 を 強 化 す る ブ イ キ ュ ー ブ と

Sansan（ブイキューブ） 

 ブイキューブでは、イベント DX 事業に注⼒してお

り、「SaaS+Service」というコンセプトの元で「V-CUBE

セミナー」や「EventIn」、「Touchcast」を中心とした

SaaS サ ー ビ ス の 強 化 と 、 専 用 の 配 信 ス タ ジ オ

「PLATINUM STUDIO」、配信サービスを行うプロ

フェッショナルサービスなど「Service」の規模の拡大

と内容の充実を図っている。 

 Sansan は、「出会いからイノベーションを生み出す」

というミッションのもと、企業が実施するセミナーを

ビジネスにおける重要な出会いの機会であると捉え、

効率的かつ効果的なセミナー運営を支援する、法人向

けセミナー管理システム「Sansan Seminar Manager」

を提供している。 

Sansan Seminar Manager を活用することで、募集

ページ作成、参加者フォーム作成、案内メールの配信・

受付、アンケート集計までを一括で行うことができる。

オンラインセミナーにおいて主催者は、視聴用 URL を

発行できる配信ツールを用意するだけで、質の高いオ

ンラインセミナーの運営と正確な参加者データベース

の構築が可能になる。また、同社が開発した、オフラ

インセミナー向けの無人名刺受付システム端末「ス

マート受付」の利用も可能となる。 

 今後、ブイキューブが販売・サポートする「V-CUBE」

などの各種配信ツールと、Sansan Seminar Manager と

を組み合わせて使用することで、オンラインセミナー

実施に関わる運営工数を大幅に削減しながら、ブイ

キューブの豊富な配信サポートやセミナー運営経験、

専用の配信スタジオなどを活用することができるよう

になる。企画やコンテンツ制作に集中できるようにな

り、今まで以上に満足度の高いオンラインセミナーを

実施することができる。 

 

■JR 東日本とシスコシステムズ：webex を

使った、入院時専用オンラインコミュニ

ケーション端末の貸出サービス「Be With」

の実証実験開始 
（10 月 19 日） 

 
Be With（そばにいる）構想サービスイメージ（JR 東日本） 

 東日本旅客鉄道株式会社（https://www.jreast.co.jp/）

（東京都渋谷区、JR 東日本）は、シスコシステムズ合

同会社（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）

（東京都港区）と協働し、入院患者とその家族に向け

て「離れて暮らす家族がお互いを身近に感じられる」

https://jp.vcube.com/
https://jp.corp-sansan.com/
https://jp.corp-sansan.com/
https://www.jreast.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://jp.vcube.com/
https://www.jreast.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
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入院時専用オンラインコミュニケーション端末の貸出

サービス「Be With」に係わる実証実験を 10 月 22 日

（金）から実施する。 

 本サービスでは、患者や家族の好きな時間にオンラ

インでコミュニケーションをとることで、何者にも代

え難い家族を入院時でも手軽に身近に感じることがで

き、患者と家族がともに生活できる入院環境の実現を

目指す。 

 実証実験は、サービス利用者（入院患者・家族）へ

のサービス需要の確認、病院スタッフへの業務効率化

の可能性の確認を目的とする。実施期間は、11 月 12

日（金）まで。JR 東京総合病院入院センターにて貸し

出す（2 台ｘ12 セット）。貸し出す端末は iPad(第 8

世代)とモバイル Wi-Fi ルーターで、使用するソフトは

「webex」コラボレーションクラウドサービス。料金は

無料。操作は画面上の「扉」開閉のみで、いつでも簡

単気軽に家族と繋がれる形になっている。 

 本サービスは、JR 東日本グループのアイデア募集型

の新事業創出プログラム「ON1000（オンセン）」にて

応募したアイデアによる実証実験。事業化に向けた

サービスの改善や導入効果について検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ビジネス動向-海外          

■Vonage 社：オムニチャネルの会話型コ

マ ー ス ソ リ ュ ー シ ョ ン の リ ー ダ で あ る

Jumper.ai 社を買収 
（10 月 19 日） 

 クラウドコミュニケーションのグローバルリーダで

ある Vonage 社（https://www.vonagebusiness.jp/）（米

国・ニュージャージー州）（Nasdaq:VG）は、シンガポー

ルを拠点とするオムニチャネルの会話型コマースソ

リューションのリーダである Jumper.ai 社を買収した

と発表。 

 Jumper.ai の 会 話 型 コ マ ー ス （ conversational 

commerce）は、ソーシャル・メッセージング・ウェブ

（ WhatsApp 、 Messenger 、 Apple Business Chat 、

Instagram、Twitter、SMS、LINE、Google Ads、Brand 

Website など）を通して、オムニチャネル環境で、メッ

セージング・ファーストの顧客エンゲージメントと

ショッピング・ジャーニーを実現するプラットフォー

ム。会話型コマースは需要の高い小売トレンドのひと

つで、SNS プラットフォーム上でショッピングと会話

の融合が進んでおり、チャットを利用してシームレス

なショッピング体験を実現するという。 

Vonage 社によると、Jumper.ai 社の会話型コマース

とオムニチャネル機能の追加は、Vonage 社の戦略に完

全に合致しており、同社のポートフォリオを強化する

としている。 

Jumper.ai 社の社員は、Vonage 社のプロダクト＆エ

ンジニアリング部門に加わることになる。技術および

開発に特化した重要な人材を獲得するとともに、会話

型コマースに関する専門知識を獲得し、「Vonage 

Communications Platform および API」を補完するこ

とになるという。 

 

 

 

https://www.vonagebusiness.jp/
https://www.vonagebusiness.jp/
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  導入・利用動向-国内         

■ブイキューブ：長野県上田市の総合防災情

報システムに「緊急対策ソリューション」

を提供、正確な情報の共有を実現し、迅速

かつ的確な判断と情報伝達を支援 
（10 月 15 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、災害対応⼒の強化に取り組んでいる長

野県上田市（https://www.city.ueda.nagano.jp/）が、新

たに導入した「総合防災情報システム」の一環として、

オペレーションテーブル「V-CUBE Board」と拠点間情

報共有システム「V-CUBE コラボレーション」による

「緊急対策ソリューション」を採用したと発表。 

 ブイキューブの緊急対策ソリューションは、災害な

どの有事において、紙やホワイトボードなどを用いた

従来型のアナログな情報共有を変革し、関係者が同じ

映像や写真、地図情報等を見ながら、正確かつ迅速な

情報共有を実現できるソリューション。適切なオペ

レーションの実行を支援し、自治体での導入は、都道

府県クラスから人口数万人規模の都市まで裾野が広

がっているという。 

 
長野県上田市の市本庁舎に設置された緊急対策ソリュー

ション（ブイキューブ） 

 上田市では、自然災害に備えて、防災拠点としての

機能充実による災害対応能⼒の強化のためのシステム

導入を検討していた。平常時でも緊急時でも利用でき、

災害時にはさまざまな情報を収集し、災害対策本部と

各部局が映像で同じ情報を見ながら、認識を合わせ、

的確な意思疎通ができる仕組みを実現したいと考えて

いた。 

 上田市は、ブイキューブの 65 インチ大型ディスプ

レイをベースとしたタッチパネル式テーブル V-CUBE 

Board について次のような点を評価した。 

（1）現場の映像や画像を地図情報と照らし合わせなが

ら、正確な状況把握と的確な判断を支援できる。 

（2）災害対策本部と各部局や現場対応を行う職員との

情報伝達・共有も、同じ画面を共有しながら行えるよ

うになり、適切な指示・対応が可能になる。 

（3）直感的に操作し、日常の会議や研修など日々の業

務でも活用できる。 

 ブイキューブでは、今後もお客様のコミュニケー

ションDX 実現に向けて、さまざまな映像コミュニケー

ションサービスを提供していく。上田市での導入事例

を好例と考えており、今後も緊急対策ソリューション

の拡充を進め、各都道府県、各市区町村の緊急対策分

野へ独自性のあるソリューションとして展開していく

としている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 

■Vonage APAC Convo Virtual 2021 

日時：11 月 11 日（木）14:00～17:00 

会場：オンライン 

主催：Vonage 社 

詳細・申込：https://hopin.com/events/vonage-convo-

2021/ 

 
■ついに日本上陸！Zoom Phone イントロウェビナー 

日時：11 月 17 日（水） 12:00～13:00 

会場：オンライン 

主催：ZVC Japan 株式会社（Zoom) 

詳細・申込：https://zoom.us/webinar/ 
 

https://jp.vcube.com/
https://www.city.ueda.nagano.jp/
https://hopin.com/events/vonage-convo-2021/
https://hopin.com/events/vonage-convo-2021/
https://zoom.us/webinar/
https://jp.vcube.com/
https://www.city.ueda.nagano.jp/
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■WebexOne Japan 2021 

日時：11 月 18 日（木）10:00～16:00

会場：オンライン

主催：シスコシステムズ合同会社

詳細・申込：

https://registration.socio.events/e/webexoneja

■ブイキューブセミナー（11 月）

「個室ブースオンライン体験セミナー」「導入事例から学

ぶ！医師のエンゲージメントを向上させる参加型 Web 講演

会とは」利用率 No.1 オンラインヨガ・フィットネス運営の

SOELU 様が語る！」「【開発者向け】オンライン教育の映

像音声配信の技術解説セミナー」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（11 月～12 月）

「WebexOne Japan 2021」「Slido という機能を実際に使

い始めてみよう！」「【公的機関お客様むけ Webex 使い方

ウェビナー】Webex One について Vol_1」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（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 

CNAレポート・ジャパン 2021年10月31日号おわり 

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

https://registration.socio.events/e/webexoneja
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://cnar.jp/cna/event-j.html
https://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
https://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
https://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm
https://cnar.jp/
mailto:cnar@cnar.jp

