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  製品・サービス動向-国内              

■Neatframe 社日本法人：Zoom に最適化さ

れた個人向けから大規模会議室まで 5 製品

揃える、日本市場重視、着実に増える導入、

1 社 100 台近くの事例も 
（取材：1 月 12 日） 

「当社の強みは、部屋の中に自然に収まるデザインと

確かな技術に裏付けられた、参加者に web 会議を意識

させない臨場感のある映像と音響だ。」（Neatframe 社

日本法人） 

 同社の「Neat Board」（後述）は、昨年、「best of 

the best」と「smart product」の 2 つの部門でドイツ

のレッド・ドット・デザイン賞（reddot design award）

を受賞している。エントリーされた製品は機能性とデ

ザインの美しさという観点から評価される、世界的に

権威のある賞。 

 

TANDBERG 出身の有能な技術者たちが立ち上げ た

Zoom 向けハードウェアデバイスビジネス 

 Neatframe 社（https://neat.no/）は 2019 年設立。

同年 Zoomtopia 2019 で華々しく、Zoom 向けのビデ

オバーやボードの新製品とともに遠隔会議市場へデ

ビューした。 

立ち上げたのは、あのビデオ会議ハードウェアメー

カーの、後にシスコシステムズ社に買収（2010 年、30

億ドル）されたタンバーグ社（TANDBERG）にゆかり

のある人たちだ。そのうちの一人が、Simen Teigre 氏。

同氏は TANDBERG 社買収のあとシスコシステムズを

経て Pexip 社 CEO 兼コーファウンダーに就任、その

後、2019 年、この Neatframe 社を設立し、CEO 兼コー

ファウンダーに就任した。 

 

 

 

 Neatframe 社は、同社のブログ（2021 年 9 月 8 日

付け）によると、Zoom 社のビデオプラットフォームに

最適化された最先端のビデオハードウェアを提供する

ことで、Zoom ユーザに高品質なミーティング体験を

提供する目的を持つ。創業者メンバーは、Zoom ユーザ

が実際の会議室にソリューションを必要としているこ

とを認識していたという（Neatframe 社ブログ、2020

年 1 月 30 日付け）。 

 

ビデオ会議のステージを変える 

Zoom 社は PC やスマートフォン、タブレットをベー

スとしたパーソナルなビデオ会議ソフトウェアに強み

と特徴があるが、一方、Neatframe 社の設立メンバー

を見ればわかるとおり、コーデックからカメラ・マイ

ク・スピーカーなどを含めた、会議室を想定したハー

ドウェアビデオ会議開発での長年の経験と実績がある。  

Simen Teigre 氏などの創立メンバーは、ソフトウェア

とハードウェアがクロスオーバーするところで事業機

会があると考え、Neatframe 社を設立したようだ。 

「ビデオ会議のステージを変えていこうという熱意

で Zoom と当社は緊密に協力して製品開発を行ってい

る。ワンランク上のクオリティを提供したい。」

（Neatframe 社日本法人） 

Neat は、“ニート”と発音する。初見で取り違える人

もいるため Neatframe 社日本法人では説明していると

いう。しかし、neat は、きちんとした、整った、手際

の良い、といったような意味を持つ英単語である。ま

たそこから転じて good の意味合いももつ。製品のイ

メージをわかりやすい誰もが日常で使う一言で言い表

しているようだ。なるほど設立から 1 年足らずで

reddot design award を受賞するほどだ。 

https://neat.no/
https://neat.no/
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Zoom 社との緊密な協力関係、急速な事業拡大、製品

ポートフォリオの拡大、Microsoft Teams 対応も 

Zoom 社との協力関係は強いようだ。それを反映し

て、これまで Neatframe 社が設立後 3 回資金調達を実

施してきたが、いずれも Zoom 社が大きな役割を果た

している。昨年 9 月の第 3 回目では Zoom 社から 3,000

万ドルの出資を得ている。これにより、Zoom 社からの

出資は、総額で 4,100 万ドルとなっている（Neatframe

社ブログ、2021 年 9 月 8 日）。ちなみに、今回の増

資により Neatframe 社の評価額は 6 億 4,000 万ドル

に達した。 

創業時、製品のポートフォリオは 2 製品のみであっ

たが、今や 5 製品までに拡大した。加えて、最近、ユー

ザのニーズに応えて「Micorsoft Teams」にも対応した。

Neat デバイスからはこれまでは、Zoom ビデオ会議の

み接続できたが、これからは Microsoft Teams 会議へ

も接続できるようになった。「製品ポートフォリオが

増 え る と と も に 売 上 は 急 速 に 増 え て い る 。 」

（Neatframe 社日本法人） 

売上が増えてくると同時に、それをサポートする、

開発・営業・マーケティングなどの組織も当初 4 カ国

20 人程度の人員規模から、今回の取材時には 220 人

まで大幅に増員されている。さらには、製品を顧客に

迅速に届けるための物流拠点の設置も世界各地におい

て急ピッチで進められている。2021 年 10 月時点で日

本を含め 6 カ所に及ぶ。 

 

日本法人 2021 年夏設立、以後、着実に増える国内導

入、1 社 100 台近くの事例も 

日本法人は、2021 年夏に Neatframe 株式会社とし

て都内に設立された。代表取締役には、シスコシステ

ムズや VMWare などを歴任してきた柳澤 久永 氏が

就任。現在は技術やパートナー営業の責任者などがお

り、日本のビジネスの成長に比例した体制強化に努め

ている。また、販売パートナーは、NEC ネッツエスア

イ株式会社、ジェイズ・コミュニケーション株式会社、

日商エレクトロニクス株式会社、日本ラヒシステムズ

合同会社など。 

「よく知られた事例としては、ホワイトハウスや先

般行われた自民党総裁選での事例がある。国内では大

手企業などでも導入が着実に広がっている。今後、順

次事例を公開していきたいと考えているが、現在、当

社 で 公 開 し て い る 事 例 と し て 、 早 稲 田 大 学 様 や

IKEUCHI ORGANIC 株式会社様、また、水泳の北島康介

選手が設立した株式会社 IMPRINT 様などもある。」

（Neatframe 社日本法人） 

ある国内導入企業では、100 近い部屋に「Neat Bar 」

（後述）を導入し、特筆すべきは、導入から３ヶ月で

ユーザも着々と増えているもののユーザから IT 部門

への問い合わせはゼロという点。導入からセットアッ

プ・構築、そして運用まで、手間のかからない優れた

製品との評価を得ている。加えて、ダブルトーク機能

（後述）も好評という。 

 

個人向けから大規模会議室まで 5 製品揃える、デバイ

ス管理は Zoom の管理コンソール使用 

 Neatframe 社で販売している製品は、現在、5 製品

ある。マルチタッチスクリーン「Neat Board」の他、

カメラ・マイク・スピーカーを内蔵した一体型の「Neat 

Bar」や「Neat Bar Pro」、それらのコントローラーで

ある「Neat Pad」（社内会議室予約用としても使える）、

そして、Zoom for Home デバイス「Neatframe」。 

また、国内では今年の夏頃発売予定のカメラ・マイ

ク・スピーカー一体型の個人向けデバイス「Neat One」

も準備されている。ノートパソコンのバックにも簡単

に収まるサイズという。 

このように Neatframe 社は、個人使用からハドル、

中規模、大規模会議室まで対応したラインナップを揃

える。全ての Neat デバイスには Zoom の機能が搭載

されており、Zoom の管理コンソールで管理が行える

ようになっている。また、どのデバイスでも標準的な

設置構成に必要な工具や金具などは全て同梱されてい
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る。価格は全てオープンプライス。 

 

 
Neatframe 社が提供する製品群―後方から Neat Board、

Neat frame、Neat Bar Pro、Neat Bar、Neat Pad 

 

オールインワンの 4K マルチタッチディスプレイデバ

イス Neat Board 

Neat Board は、カメラ・マイク・スピーカー・環境

センサーを搭載しているオールインワンの 4K マルチ

タッチディスプレイデバイス。10 人程度までの会議室

に適している。 

 
Neat Board(Neatframe 日本法人) 

Neat Board は、ケーブル 1 本で簡単にセットアップ

でき、電源を入れてタッチパネルの操作だけで Zoom

会議をすぐに始められるようになっている。フロアス

タンド、ウォールマウント、あるいはテーブルスタン

ドと環境に合わせて柔軟に設置できるようになってい

る。 

カメラは 4K・広角 120°に対応しており、最大 8 倍

デジタルズームも可能。また、マイクについては 3 つ

のセンサーマイクにエンドファイアアレイに対応した

5 つのマイクを搭載。設計上 5 メートル範囲の集音に

最適化されている。 

 オプションで Neat Pad を組み合わせることで、Neat 

Board 本体のコントローラーとしてあるいは会議室の

利用状況を知らせるスケジュラーとしても使用するこ

とができる。スケジュラーとして使う場合は会議室入

口の廊下側の壁に設置したりすることが可能だ。 

 

オールインワンのサウンドバー型会議室デバイス

Neat Bar と Neat Bar Pro 

 Neat Bar は、コンパクトなデザインの中に、カメラ・

マイク・スピーカー・環境センサーが装備されている

オールインワンのサウンドバー型会議室デバイス。10

人程度までのハドルルームを含めた小規模・中規模会

議室に適している。Neat Board がディスプレイ一体型

と比べ、Neat Bar は任意のディスプレイとの組み合わ

せが可能になっている。 

カメラは 4K（1,200 万画素・広角 120°）、最大 8

倍デジタルズームに対応。また、マイクについては

Neat Board と同様に、3 つのセンサーマイクにエンド

ファイアアレイ対応の 5 つのマイクを搭載している。

集音範囲は、設計上 5 メートル程度となっている。 

 専用のコントローラーとして Neat Pad が標準で付

属しており、使用時には、Neat Bar との自動ペアリン

グを行うようになっている。また、セットアップも簡

単で、ウォールマウント、スクリーンマウント、テー

ブルスタンドと環境に応じて柔軟に設置できる。 

 一方、Neat Bar Pro は、Neat Board や Neat Bar より

もさらに大きく 30 人程度の大会議室を想定した製品

となっている。 

Neat Bar Pro には、広角と望遠の 2 つのカメラ（そ

れぞれ 5,000 万画素）が搭載されており、最大 16 倍

までのハイブリッドズームに対応している。また、16

個のマイクと 4 個のトラッキングマイクを搭載してい

る。 
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会議室予約管理用としても使える Neat Pad （写真左）と

ハドルルームに設置された Neat Bar (写真中央)

（Neatframe 日本法人） 

ハイブリットズームというのは、広角と望遠のそれ

ぞれのカメラが個別にズームをかけることを意味する。

これにより、5,000 万画素の望遠カメラが 16 倍ズー

ムをかけることで、会議室の後方の人の様子や顔の表

情もはっきり見えるようになっている。 

また、Neat Bar は 2 台までモニター接続が可能だが、

それに対して Neat Bar Pro では、3 台まで可能となっ

ている。 

なお、Neat Bar と同様に、Neat Bar Pro にも専用の

コントローラーとして Neat Pad が付属しており、ディ

スプレイ上やテーブルあるいは壁など使用環境に応じ

て柔軟に設置できるようになっている。 

 

軽量コンパクトな Zoom for Home デバイス Neat 

frame 

 
Neatframe（Neatframe 日本法人） 

カメラ・マイク・スピーカーをオールインワンで搭

載した 15.6 インチのフル HD 縦型タッチスクリーン。

カメラは 5,000 万画素、広角 113°、8 倍デジタルズー

ムに対応。カメラの前で、座ったり、立ち上がったり、

動き回ってもカメラが自動で追尾するようになってい

る。プライバシーカバーもある。また、ひとつのマイ

クとエンドファイアアレイに対応した 3 つのマイクを

搭載している。 

本体は軽量コンパクトで手軽に持ち運ぶことが出来

るようになっているため、部屋から部屋への移動も簡

単に行える。部屋の温度や湿度などを計測することも

できる。 

 

Neat デバイスの機能面での特長－ハードウェアビデ

オ会議端末時代の限界を超える自然な会話を実現 

 Neat デバイスには、リアルなミーティングと同様な

自 然 な 会 話 が 行 え る よ う に 映 像 と 音 声 に お い て

Neatframe 社ならではの機能が搭載されている。以下

の機能は、NeatOS（ファームウェアの名称）として Neat

全デバイスに共通して搭載されている／搭載が予定さ

れている機能になる。 

 現在提供されている機能としては「ダブルトーク」

がある。リモートとの会議では、自分とリモートの相

手が同時に話すと声が途切れてしまうことがこれまで

のビデオ会議ではよく見られた光景だ。それを回避す

るために、意識的に話者はお互いにトランシーバーの

ように一方ずつが発話するという工夫をおこなったり

するが、煩わしさもあった。このダブルトーク機能に

よって、この不自然さや煩わしさを解消し、複数の参

加者が同時に発話しつつもお互いが理解できる、そし

て一体感につながるような自然な会話が行えるように

なっている。 

現在提供されているダブルトークのほか、今後、カ

メラの撮影可能範囲外からの音声を集音しない「ア

コースティックバブル」、会議室のペン・紙・タイプ

の音など環境音を抑える「ディープノイズサプレッ

ション」（deep noise suppression）など、リモートか
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ら聞こえてくる人間の声にストレスなく集中できるよ

うな機能を提供する予定という。 

「当社では、ひとつに、リモートの相手にどう聞こ

えるのか、を念頭に製品開発を行っている。他社では

一般リリースレベル（GA）の品質でも、当社では β 版

レベルと見なし、さらなるブラッシュアップを重ねた

上で、新機能のリリースを行っている。」（Neat 社日

本法人） 

 一方、カメラの機能のひとつに「オートフレーミン

グ」機能がある。会議室の参加者全員がリモートから

見えるようにカメラの画角の中に収めるものだ。 

人感センサーにより、4 人いれば 4 人があるいは 5

人いれば 5 人がきれいに 1 画面に収まるようにカメラ

が自動で調整するようになっている。従来であれば、

ビデオ会議ハードウェア端末のリモコンでこれを行っ

ていたが、オートフレーミングは、手動操作でやって

いることを自動化したような機能になる。 

 これは便利な機能ではあるが、他方、参加者が多け

れば多いほど、結果としてひとりひとりが小さく表示

されることになり、リモートから見て誰が参加してい

るのか、あるいは、それぞれの表情がわかりづらいと

いった問題も生じ得る。 

そこで、これを解決する「Neat シンメトリー」

（Symmetry：対称性）という機能を同社は開発した。 

これは、オートフレーミングで参加者全体を映しつつ、

Neat シンメトリーを使いその参加者ひとりひとりを

切り出して、個別に大きく表示するというもの（ズー

ムアップするようなイメージ）。これにより全体の様

子や雰囲気が伝わるとともに、個々人の参加者の表情

もよく見えるため、自分とリモートの相手とのミー

ティング体験の違和感を軽減することが可能であると

同社では説明する。 

 また、ユーザがオートフレーミングや Neat シンメト

リーの機能を最大限に活かすために、会議室の部屋の

大きさを設定する機能も用意されている。「サブジェ

クトバウンダリー」（subject boundary）と呼ばれる機

能で、カメラから見た会議室の奥行きと幅を設定する

ことができるようになっている。これによりオートフ

レーミングが機能する範囲をユーザが任意で決めるな

どができる。 

 

室内温度、湿度、CO2 などの測定も Neat デバイスで

可能 

 全ての Neat デバイスには、「Neat Sense」（環境セ

ンサー）を搭載している。デバイスが設置されている

会議室などの、室内温度、湿度、CO2、VOC（揮発性有

機化合物）といったデータを測定し、Zoom で集計し、

傾向が見える化できるようになっている。自然な会話

を実現するためには会議室の環境も重要な要素となる。 

 

日本市場重視、ブランドアウェアネス向上へ取り組む 

今後の日本での展開として、同社の製品によって、

ビデオ会議を行う場所（家、会議室、オープンスペー

スなど）を限定しない、多様な働き方や学び方、ある

いは、コミュニケーションの取り方などさまざまな

シーンを支援していきたいと考えている。 

「当社は日本市場を重視している。短納期で短期構築

できる高品質のソリューションとして、市場でのブラ

ンドアウェアネスを高めていく。」（Neatframe 社日

本法人） 

 

■VTV ジャパン：4K 解像度とステレオ音声に

対 応 し た 4K オ ン ラ イ ン 会 議 シ ス テ ム

「VTV4K」発売 
（1 月 26 日） 

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

京都千代田区）は、4K 解像度とステレオ音声の送受信

に対応したオンライン会議システム「VTV4K」（ヴィ

ティヴィヨンケー）を開発、本日より発売を開始した。 

 同社では長年オンライン会議を取り扱ってきた経験

と顧客の声から、接続先との温度差を取り除いて会議

の質を上げる方法として、“臨場感”に注目。4K 解像度

https://www.vtv.co.jp/
https://www.vtv.co.jp/
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で等身大に近い参加者の映像が大型モニターに投影さ

れ、自然な音声で会話ができれば遠隔地にいる会議参

加者があたかも同じ空間にいるように感じられ、議論

も活発になると考えた。特に相手の表情などを伺いな

がら深い議論が必要な重要会議や、リモートワークが

続く社員同士のコミュニケーションを活性化するのに

大きな効力が期待できるという。 

 
VTV4K イメージ（VTV ジャパン） 

 そこで臨場感を実現するために、同社では 4K 会議

システム「VTV4K」を開発した。インターネット環境

を利用するクラウド環境下では安定した通信が難しい

4K 映像の送受信を、影響が少ない環境を構築できるオ

ンプレミス型を採用することで安定して高品質の会議

ができるように設計、音声もできるだけ自然に聞こえ

るようにステレオにこだわったという。多地点接続機

能（画面分割）、マルチディスプレイ機能で接続拠点

を複数台のモニターに個別に表示、汎用タブレットを

利用したタッチパネル形式での操作画面（カスタマイ

ズ可能）にも対応している。 

VTV4K は、同社の東京と大阪のデモルームで見学で

きるようになっている。希望があれば指定の場所への

持ち込みデモも対応する。 

 

 

 
汎用タブレットでの操作画面 3 つの例（VTV ジャパン） 

  

■ヤマハ：音声処理の仕様はそのままに USB

接続に特化した、ヤマハ ユニファイドコ

ミュニケーションスピーカーフォン「YVC-

331」発売 
（1 月 20 日） 

 ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/）（静岡県浜松市）は、小・中規

模の会議室からオープンスペースまでに対応した、

USB 接続に最適化されたユニファイドコミュニケー

ションスピーカフォン「YVC-331」を発売する。 

 同社が行ったスピーカフォンの実態調査において、

オフィス内で稼働しているスピーカフォンの約 9 割が

Bluetooth 接続を使用せず、パソコンとスピーカフォン

を USB 接続していることが明らかになったという。

USB 接続の方が簡単そして確実につながる、セキュリ

ティの観点から Bluetooth 接続を禁止している職場が

あるなどが理由。 

 YVC-331 は、現行製品「YVC-330」の Bluetooth 接

続機能を非搭載とし USB 接続に最適化することで、よ

り求めやすい価格にした製品となる。 

https://sound-solution.yamaha.com/
https://sound-solution.yamaha.com/
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ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン 

YVC-331（ヤマハ） 

最大の特徴である、周囲の環境音が多く存在する

オープンスペースでも雑音を抑制することで発話者の

声を明瞭に相手側に届ける「SoundCap」機能を始め、

操作性や音質は YVC-330 と同一仕様。YVC-331 は

YVC-330 と併売する予定で、Bluetooth の利用状況に

よっていずれかを選ぶことができるようになる。 

本体の色は黒のみ。価格は 60,500 円（税込み）。発

売は２月１日より。 

導入を検討している法人のお客様に対して、デモ機

の無料貸出サービスを用意している。また、YVC-331

発売記念キャンペーンを行う。期間中にキャンペーン

対象の本製品を購入すると YVC-331 の延長保証を無

償で提供する。メーカー保証期間を通常は２年間のと

ころを３年間に延長する。詳細は同社サイトへ（情報

は２月１日公開予定）。 

※YVC-330 発売関連：2019 年 10 月 15 日号 
 

■GN オーディオジャパン：4K 対応のパーソ

ナル WEB カメラ「Jabra PanaCast 20」の

一般販売を開始、業務用に加え個人ニーズ

にも対応 
 （PRTIMES:1 月 20 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、AI を搭

載した 4K 対応のパーソナル WEB カメラ「Jabra 

PanaCast 20」をシリーズ初となる一般販売として、e

コマースサイト、Jabra オンラインストアにて販売開

始する。 

 
Jabra PanaCast 20（GN オーディオジャパン） 

 テレワークやハイブリットな働き方を含め個人で動

画撮影や動画配信を行う機会が増えてきている。この

ような個人利用ニーズに対応するため、これまで業務

用販売（2021 年 10 月から）として扱ってきた Jabra 

PanaCast 20 の一般販売を開始する。 

 Jabra PanaCast 20 は、最先端のプロセッサー、強力

なオンボード AI、13 メガピクセルカメラを使用して

遅延のない、明瞭でクリアなリアルタイムの 4K UHD

画像を提供する。 

 また、AI によるユーザの動きを自動で追い常に画角

の中心に来るように調整する「インテリジェントズー

ム」機能、画像を分析してどんな照明でもユーザをき

れいに見せることができる「インテリジェントライト

オプティマイゼーション」機能、2 つのリアルタイム

ビデオを使用し、メイン画面の隅にワイプの様に表示

できる「ピクチャーインピクチャー」機能を搭載して

いる。 

 その他、プライバシーカバー内蔵、クリップでモニ

ターに固定可能、保護ケースが付属。色はブラックの

み。希望小売価格は 3 万 5,000 円（税抜き）。 

 
＊（注意）GN オーディオジャパンからの情報(1 月 31 日夜)

によると、2 月 1 日より、同社全製品平均 10%値上げとな

り、PanaCast 製品も各 10%値上げのようです。PanaCast 20

は、税別 38,500 円となります。 

 

https://www.jabra.jp/
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■パルケ：ウェブ会議で日英双方向翻訳、文

字起こしなどの新機能、有料プランの提供

開始 
（PRTIMES:1 月 17 日） 

 株式会社パルケ（https://parque.io/）（東京都港区）

は、パルケのウェブ会議における新機能の追加と、そ

れに伴い、有料プランの提供を 1 月 17 日より開始し

た。 

 今回のアップデートでは、「チームと情報をつなぐ」

をコンセプトに、利用が拡大しているウェブ会議を強

化した。 

（1）日本語・英語間の双方向翻訳：日本語と英語の

リアルタイム双方向翻訳機能や、AI による文字起こし

機能を提供することで、ウェブ会議に参加できなかっ

た同僚や仲間への情報共有がスムーズになるなど、よ

り一層、使いやすくなるサービスを目指し機能追加を

行った。 

 （2）トーク履歴の保存（有料プランのみ）：パルケ

のウェブ会議には従来より「トーク履歴」機能があり、

口頭でのやりとり、スタンプ、コメント、翻訳など会

議中のコミュニケーションのすべてが記録され会議中

のコラボレーションをサポートしてきた。 

 有料プランでは、そのトーク履歴が保存できるよう

になった。会議が終わったあと、トーク履歴を振り返

りながら、参加者間でのフォローアップ、参加者以外

への会議結果の共有などが可能になった。 

 
トーク履歴（パルケ） 

 （3）メモ機能の強化：アカウントがあれば誰でもメ

モをウェブ会議中に編集できるようになった。メモ機

能は、ウェブ会議中のブレインストーミング、論点整

理などオンライン上のコラボレーションの際、メモに

書き込み確認しながら進めることができるもの。 

 （4）2 つの有料プラン：無料プランのほかに、利用

頻度や使い方に合わせた 2 つの有料プラン「エント

リープラン」「ベーシックプラン」を開始する。有料

プランでは、ストレージの容量、ウェブ会議参加人数、

SLA 保証で提供内容が異なる。 

 
パルケ料金プラン（パルケ） 

 

■ブイキューブ：ライブ配信サービス支援

キャンペーン：「イベント BCP プラン」を

開始 
（1 月 17 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、インターネットを活用したオンライン

https://parque.io/
https://jp.vcube.com/
https://parque.io/
https://jp.vcube.com/
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開催が可能なライブ配信サービス支援キャンペーン

「イベント BCP プラン」を開始する。 

 イベント BCP プランは、ライブ配信システムの提供

だけでなく、配信スタジオの提供、配信スタッフの派

遣から機材の手配、実際の配信サポートまで、安心し

て実施できる一気通貫のサービス。 

4 月末までのイベント開催を予定している、ブイ

キューブに初めてオンラインイベントを依頼するお客

様向けに、一部のサービスを無料で提供する。 

 配信システムの提供（「EventIn」「Touchcast」「V-

CUBE セミナー」のいずれか提供）、オンラインイベン

トのディレクション、スタッフの手配・派遣、配信サ

ポートについては有償となるが、一方、今回のキャン

ペーンの対象となる、スタジオの利用、配信機材貸出

は無料提供となる。スタジオは、プラチナスタジオ（東

京都）、スタジオ オクト西日本（大阪）を提供する。 

 

■AIdeaLab：議事録サービス「AI 議事録取れ

る君」が Zoom と連携、ミーティング議事

録を自動で作成 
（PRTIMES：1 月 21 日） 

株式会社 AIeaLab（https://aidealab.com/）（東京都

千代田区）は、業界最安水準の議事録作成サービス「AI

議事録取れる君」に、「Zoom」ミーティングと連携し

て議事録を自動的に作成する新機能を公開した。 

 
Zoom ミーティングに AI 議事録取れる君が参加し、発話を

記録（AIeaLab） 

AI 議事録取れる君は、Zoom や「Microsoft Teams」

などのオンラインミーティングにおいて、発話の録音

と高精度音声認識エンジンによる自動文字起こしから

なる議事録を自動的に作成できる議事録作成サービス。 

文字起こししたテキストは、事前に入力可能なア

ジェンダと合わせてリアルタイム共同編集機能により

参加者全員が閲覧、編集することができ、議題の提示、

発話音声とテキストの記録、議論のまとめが１画面で

完結する。134 種の発話言語と 11 言語への翻訳に対

応しており、業界最安水準月額 980 円から利用できる。 

この Zoom 連携機能は、Zoom ミーティングに AI 議

事録取れる君を参加させることで、簡単に議事録を作

成できるようになっている。 

 

  ビジネス動向-国内          

■Pexip 社：プリンストンと販売代理店契約

を締結 
（PRTIMES：1 月 27 日） 

 Pexip 社（https://www.pexip.com/）（ノルウェー・

オスロ）は、株式会社プリンストン（東京都千代田区）

と販売代理店契約を締結した。Pexip 社の日本法人で

ある Pexip Japan 合同会社が発表した。 

 エンタープライズクラスのビデオ会議ソリューショ

ンを提供する Pexip 社が、ビデオ会議・コラボレーショ

ンソリューションの提供において豊富な実績があるプ

リンストンと協業することで、今後日本市場において

一層の拡販を図り、多くの企業ユーザにビデオ会議ソ

リューションを提案することが可能になる。 

 

https://aidealab.com/
https://www.pexip.com/
https://aidealab.com/
https://www.pexip.com/
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Pexip のビデオ会議ソリューション－ビデオ会議画面例

（Pexip Japan） 

 Pexip（ペクシプ）は、75 カ国の 300 以上のチャネ

ルパートナーを通じてソリューションを提供し、約

4,400 のエンタープライズおよびパブリックセクター

の顧客に使用されている。同社は、2020 年 5 月にオ

スロ証券取引所に上場した。 

Pexip のビデオ会議ソリューションの特長は以下の

通り。（1）複雑なビデオ会議を簡素化し、場所やテク

ノロジーに依存しない対面型のコラボレーションを実

現。（2）主要なコラボレーションプラットフォームと

の相互接続・相互運用の実現。（3）オンプレミス・ク

ラウド・ハイブリットなど柔軟な導入オプションを提

供。（4）エンタープライズクラスのセキュリティの担

保。（5）カスタマイズなどにより、医療、金融、小売

を含め幅広い業界でユーザに最適なエクスペリエンス

を提供。 

 

■Chief：スカイランドベンチャーズから

2,000 万円のシード資金調達を実施 
（PRTIMES:1 月 18 日） 

 Chief 株式会社（https://ekaki.ai/）（神奈川県川崎市）

は 、 ス カ イ ラ ン ド ベ ン チ ャ ー ズ 株 式 会 社

（https://skyland.vc/）（東京都渋谷区）から 2,000 万

円のシード資金調達を実施した。 

 Chief は、「コンピューター上のあらゆる操作を素早

く快適に」をミッションのもと、ウェブ会議のための、

録音とメモが一体化した音声メモツール「Ekaki」を開

発している。今回の資金調達は Ekaki の開発費用にあ

てる。 

議事録作成ツールやメモツール、スケジュール管理

ツールなどを統合し、ウェブ会議の際に使用される

ツール間の行き来をなくすことで、会議の効率化に資

する。2021 年 11 月からクローズドβ版の事前登録受

け付けをおこなっている。 

 Ekaki は、会議中は素早く快適にメモを作成でき、会

議後は録音を聞き返しながら簡単に議事録を作成でき

るツール。 

たとえば、メモの余裕がない時は、ワンクリックで

その瞬間にしおりを残したり、会議後にその瞬間の録

音を聞き返すこともできる。また、録音上のどの時点

でどんなメモを取ったのかが可視化されるので、聞き

返したい場面を簡単に探し出すことができる。 

その他、操作画面はコンパクトで会議画面を邪魔せ

ず、今まで散らばっていたデータをフォルダ管理する

ことで、過去の会議を簡単に振り返ることができる。 

 Ekaki は、会議や商談、顧客対応などのビジネスシー

ンだけでなく、録音しながらメモを簡単に作成できる

ツールとして講義やインタビューなどの場面でも利用

できるようになっている。将来的には、コールセンター

の電話業務と後処理業務、医療業界の記録業務への対

応も進めていく。 

 

■エクイニクス社：急増する Pexip 社へのビ

デオ会議需要をグローバルでサポート 
（日本法人：1 月 17 日） 

 データセンターサービスを世界的に提供するエクイ

ニクス社（https://www.equinix.co.jp/）は、Pexip 社

（https://www.pexip.com/）（ノルウェー・オスロ）が、

急 増 す る ビ デ オ 会 議 需 要 に 対 応 す る 「 Platform 

Equinix」上の仮想ネットワークサービスを使用し世界

規模のビジネスを拡大させていると発表。 

 Pexip 社は、ガートナー社の 2021 年マジッククア

ドラント（Magic Quadrant）ミーティングソリューショ

ン部門においてチャレンジャーに選出されており、

2020 年には最大で 7 倍のトラフィック増を記録する

など卓越した成長と遂げている。 

Pexip 社は、急増するビジネスへの対応に向け

Platform Equinix を採用し、アムステルダム・フランク

フルト・香港・シリコンバレー・シンガポール・シド

ニー・東京・トロント・ワシントン DC にある「Equinix 

International Business Exchange」データセンター上で

https://ekaki.ai/
https://skyland.vc/
https://www.equinix.co.jp/
https://www.pexip.com/
https://ekaki.ai/
https://skyland.vc/
https://www.equinix.co.jp/
https://www.pexip.com/
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レジリエント（回復力）のあるデジタルインフラスト

ラクチャを構築し、複数の ISP プロバイダーやクラウ

ドサービスプロバイダと相互接続（Equinix Fabric：相

互接続ネットワーク）を実現させ、190 以上の国々で

従業員や顧客にビデオ会議体験に必要な低遅延かつ高

性能な接続性（Equinix Connect：コロケーションおよ

びインターネットサービスを 1 社から受けられる）を

提供している。 

  ビデオ会議は、環境に優しいコラボレーションソ

リューションであり、企業の二酸化炭素排出量を削減

するだけでなく、運用コストの削減にもつながるとい

う。 

エクイニクス社と Pexip 社は、持続可能性について

の見解を共有しており、エクイニクス社は、2030 年ま

でにクライメイト・ニュートラルの達成を表明してお

り、Pexip 社も同じスケジュールでカーボンニュート

ラルを達成する計画という。 

 エクイニクス社の日本法人は、エクイニクス・ジャ

パン株式会社（東京都中央区）。データセンターサー

ビス、インターコネクションサービスを提供している。

従業員数は約 540 名。 

 

  ビジネス動向-海外          

■シスコシステムズ社：ロッキード・マーティ

ン社、Amazon 社と連携し、月面でも音声

とビデオが可能に 
（シスコシステムズ日本法人：1 月 17 日） 

 ロッキード・マーティン社、Amazon 社、シスコシス

テムズ社（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）

（米国・カリフォルニア州）は共同して、NASA のオリ

オン宇宙船に独自のヒューマンマシン・インター

フェース（HMI）を組み込み、遠距離音声技術や AI、

タブレットを使ったビデオコラボレーションを活用す

ることで、宇宙飛行士が将来的にどのようなメリット

を得られるかを確認する機会を提供する。 

 こ の 実 験 計 画 「 Callisto 」

（https://webexahead.webex.com/callisto/）では、ビ

デオコラボレーションのための技術デモンストレー

ション用装置一式が、月を周回して地球に戻ってくる

NASA の無人ミッション アルテミス１号で使用され

る宇宙船オリオンに搭載される。 

 この装置一式は三者が共同で開発したカスタム型の

ハードウェアとソフトウェアが統合されて搭載されて

おり、ひとつに、インターネット接続なしで Alexa を

動作させたり、NASA の「Deep Space Network」（探

査機との通信に活用する深宇宙通信情報網）を用いて

Webex を実行できる技術も含まれる。 

今回の実験について解説した Webex ahead による

と、一般的な Webex を搭載するのではなく、NASA

が運用する Deep Space Network 上で遅延の少ない

HD 品質の宇宙間ビデオ通話を Webex 上で実現させ

るのが狙い。そのための技術として AV１コーデック

（128kbps 帯域）を採用する他、送受信時でのデー

タの品質を保つため、最新のコンテキスト・アウェア

に対応したインテリジェントエラーコレクション、宇

宙通信での遅延を考慮した新たなバッファー技術が開

発されている。月との通信では往復 20 秒、これが火

星へ人間を送った場合往復 40 分のタイムラグが発生

する。今回の実験で、開発した技術がどのくらいに

“極度の遅延”（extreme latencies）に対応できるかを

検証する。 

 シスコシステム社によると、ビデオコラボレーショ

ンがこれからの有人ミッションをサポートし、今後は

乗組員と指令センター、さらには家族や友人たちとの

間でお互いに直接やり取りが行えるようになるだろう

と期待を見せる。 

  アルテミス１号は 2022 年初旬に米国フロリダ州

ケープカナベラルにある NASA のケネディー宇宙セン

ターから打ち上げられ、数週間にわたって月を周回し

た後、地球に帰還する予定という。アルテミス１号は、

月や深宇宙への将来の有人ミッションに向けた基盤を

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://webexahead.webex.com/callisto/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://webexahead.webex.com/callisto/
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提供し、これは世界で初めての女性や非白人の月面着

陸を実現するという NASA の目標の一環。 

 

 

 

 

 

 

 

■Miro 社：ビジュアル・コラボレーション・

プラットフォームで 4 億ドルのシリーズ C

資金調達を完了、日本も含めワールドワイ

ドに事業の拡大を図る 
（Businesswire：1 月 7 日） 

 Miro 社（https://miro.com/ja/）（米国・サンフラン

シスコ/オランダ・アムステルダム）は、４億ドルのシ

リーズ C 資金調達を完了したことを発表。 

 同社は、無限のデジタルキャンバスを使って、メン

バーがどこにいても、活発なワークショップや会議を

行うことや、製品の設計、アイデアについての意見交

換が可能な、オンライン・ビジュアル・コラボレーショ

ン・プラットフォーム。100 種類以上のアプリとの統

合、チームがすぐに始められるように設計された約

1,000 種類のテンプレートを提供している。シスコシ

ステムズ、Google、マイクロソフト、Zoom などの Web

会議との統合も進む。 

2020 年 4 月に 5,000 万ドルのシリーズ B 資金調達

を実施して以来、利用者数が 500%（500 万人から

3,000 万人）、有料顧客数を 550%（2 万人から 13 万

人に）増えた。フォーチュン 100 社の 99%が利用して

おり年間 100 万ドル以上を支払う企業顧客は 20 社あ

る。東京も含め世界 11 カ所へ拠点を増やし従業員も

585 人から 1,200 以上に倍増させた。 

今回のシリーズ C 資金調達によって、Miro 社の資金

調達総額は 4 億 7,600 万ドルにのぼり、資金調達後の

評価額は 175 億ドルとなった。シリーズ C の投資家に

は、ICONIQ グロース、アクセル、アトラシアン、ドラ

ゴニア、GIC、セールスフォース・ベンチャーズ、TCV

が含まれる。 

同社は、収益性の高い企業として、製品開発やビジュ

アル・コラボレーション・プラットフォームをより多

くの企業に提供するための施策に今回の資金を投入し、

世界的事業の拡大を継続していく。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■Web RTC の活用で効率化するコンタクトセンター 

日時：2 月 10 日（木）14:00～15：00（予定） 

会場：Avaya Spaces にて開催（オンライン） 

主催：日本アバイア株式会社 

詳細・申込：https://partners.avaya.com/jp-ev-bp-web-rtc-

reg 

 
■ブイキューブセミナー情報（2 月） 

「シンプルな配信だけではもったいない！ウェビナーツー

ル＆配信サポート 120%活用術」、「オフィス×個室ワーク

ブース×Web 会議システム・ウェビナー」、「＼採用・研

修担当者必見！／会社説明会や社内研修を Zoom でスマー

トに運営する活用術」 「【総務の方必見】一体感醸成とエ

ンゲージメントを向上させる社内オンラインイベントシス

テム」 

会場：オンライン 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（2 月） 

「Webex 使い方ウェビナー】補正予算に間に合う！注目の

Webex Collaboration 製品のご紹介」「2022 年 2 月 

(42.2) の機能アップデートについて！」「Webex アプリの

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 

https://miro.com/ja/
https://partners.avaya.com/jp-ev-bp-web-rtc-reg
https://partners.avaya.com/jp-ev-bp-web-rtc-reg
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://miro.com/ja/
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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 2022年1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 
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