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  製品・サービス動向-国内              

■アルム：医療関係者間コミュニケーション

アプリ「Join」に世界初となる Web 会議機

能を搭載 
（PRTIMES：2 月 3 日） 

 株式会社アルム（https://www.allm.net/）（東京都渋

谷区）は、同社が開発・提供する医療関係者間コミュ

ニケーションアプリ「Join」へ新しく Web 会議機能を

追加したと発表。 

 
Web 会議機能を搭載（アルム） 

 
通話を維持したまま画面切替（アルム） 

 Join は、医療関係者がセキュアな環境でコミュニ

ケーションをとることができるアプリ。標準搭載され

た DICOM ビューワーで医用画像を閲覧、チャットに

共有することで、夜間休日などに院外にいる医師への

コンサルテーションツールとしての活用や、救急患者 

 

 

 

 

の転院時の病院間連携・情報共有などに利用されてい

る。本アプリは、2016 年に日本で初めて保険診療の適

用が認められた医療機関プログラム。ISMS 認証や

HIPAA にも準拠した高度なセキュリティに対応してい

る。 

 この度、医療現場の声に応え、Join に Web 会議機能

を追加した。所属しているチャットグループの範囲内

や連絡先に登録されているユーザを選択し、最大 50 人

までのグループ音声・ビデオ通話をすることが可能。

これにより DICOM 規格の医用画像や手術映像を共有

しながら多拠点間における Web 会議の開催が行える。 

医用画像を表示・共有しながらオンラインで会議がで

きる機能を医療機器プログラムで実現することは世界

初という。 

 また、通話を維持したまま画面の切り替えや、チャッ

トの送受信や閲覧もできるようになっている。さらに

は、Join Web 版からビデオ通話に参加すると、通話の

参加者へ画面共有が可能になる。 

 今回搭載した Web 会議機能は、医療者間の遠隔カン

ファレンス、主治医が患者と対面しながら Join で専門

医にコンサルテーションを仰ぐことのできる「D to P 

with D（Doctor to Patient with Doctor）」型オンライ

ン診療などに役立つという。 

 引き続きアルムは「すべての医療を支える会社（All 

Medical）」として今後も医療現場に貢献できるサービ

スを提供するとしている。 

 

 

 

 

https://www.allm.net/
https://www.allm.net/
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■ブイキューブ：バーチャルオフィスプラッ

トフォーム「EventIn Workplace」提供開始 
（2 月 3 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、バーチャルオフィスプラットフォーム

「EventIn Workplace」を、2 月 1 日より提供開始する。 

 
EventIn Workplace イメージ（ブイキューブ） 

 EventIn Workplace は、ブラウザだけで利用が可能

で最大 5,000 人が参加できるバーチャルオフィス。

バーチャルオフィスに雑談スペース、共同作業用オー

プンスペース、会議室が設けられ、社員同士がお互い

の在籍状況を見ながら、雑談や相談、会議などさまざ

まなコミュニケーションを Web 会議やテキスト

チャットで行える。 

 オンラインイベントプラットフォーム「EventIn」を

社内コミュニケーション活性化のために利用している

ユーザに着想を得て EventIn Workplace を開発したと

いう。「フロア全体を俯瞰して様子を見ながら、他の

参加者に話しかけることや参加したい集まりを選ぶこ

とができる」「既存ツールの懸念である、形式的な雰

囲気になってしまうことや、移動がしにくいといった

ことがない」点が特徴。 

 今後もブイキューブではさまざまなソリューション

提供を通じ、「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。 

■本聡：ワンクリックで参加や会議前にア

ジェンダの共有などが可能なミーティングシ

ステム「FeloMeet」をリリース 
（PRTIMES：1 月 31 日） 

本聡株式会社（https://honso.co.jp）（東京都中央区）

は、インストール不要、ワンクリックで参加や会議前

にアジェンダの共有などが簡単に行えるミーティング

システム「FeloMeet」（https://felomeet.jp）をリリー

スした。 

 
FeloMeet（本聡） 

 FeloMeet は、ビジネス上でのコミュニケーションや

情報共有で必要となる要素を１つに統合したコラボ

レーションツール。社内メンバーとのチャット、クラ

イアントとのミーティング、日々の業務管理用のド

キュメントや便利なドライブなどFeloひとつに凝縮さ

れている。ビデオとドキュメントそして ToDo リスト

で会議を効率化するところに特長がある。 

FeloMeet を使うと、これまで１時間かかっていた会

議が 1/3 の時間で終わらせることができるという。ま

た担当者に追加されたタスクで結果を出すまでしっか

りもれなくサポートするとしている。 

オンラインミーティングは、誰でも簡単に主催でき、

会議リンクを共有すれば、参加者はクリックするだけ

で参加できるようになっている。ミーティングはブラ 

ウザ上で利用可能で、参加者は Felo を登録せずに参加

可能となっている。加えて、最大 120 分間のミーティ

ングは何回でも無料で使用できる。 

https://jp.vcube.com/
https://honso.co.jp/
https://felomeet.jp/
https://jp.vcube.com/
https://honso.co.jp
https://felomeet.jp
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FeloMeet の特長（本聡） 

アジェンダ・会議資料などを事前に参加者に共有で

きるようにもなっている。出席者が会議前に目的と内

容を理解できるとともに、会議を開始するまでに事前

にドキュメントでディスカッションし合うことも可能。 

会議中は、参加者が会議の画面でアジェンダの内容 

をリアルタイムで共同編集できるようになっている。

また、合意した内容を ToDo リストに設定し、担当者

をアサインするといったタスク管理も行える。担当者

のチャットとタスクに自動で反映されるようになって

いる。 

 
リアルタイムで編集可能（本聡） 

会議後は、録画された会議、アジェンダや会議の記

録を再閲覧することが可能となっている。ToDo リスト

もタスクと連動している。 

 
タスク管理画面イメージ（本聡） 

 FeloMeet は、Felo ユーザのコミュニティも構築して

いる。最新の SaaS 情報、業界動向、Felo への提案など

について意見交換が行える。 

 

■ロジクール：「Rally Bar」「Rally Bar Mini」

が話者追従に対応 OS アップデートで利用

可能に 
（2 月 4 日） 

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

jp）（東京都港区）は、販売中の法人向けビデオ会議シ

ステム「Rally Bar」と「Rally Bar Mini」が OS のアッ

プデートによって、話者追従機能「Speaker View」に

対応したことを発表。 

 Rally Bar と Rally Bar Mini は、メインカメラのフ

レーミングやビデオの色調、音声を自動で最適化する

独自の「RightSense」テクノロジーと、サブカメラに自

動フレーミングの精度を高める AI ビューファイン

ダーを搭載している。 

 RightSense は、画角を自動調整する「RightSight」、

光と色バランスを自動調整する「RightLight」、話者の

音声を最適化する「RightSound」の３つの独自テクノ

ロジーが統合されている。今回は RightSight をバー

ジョンアップした。 

 バージョンアップされた RightSight 2 の Speaker 

View モードは、ビデオ通話時にスピーカーのクローズ

アップ映像と、会議室全体の映像をピクチャーインピ

クチャーで同時に表示するもの。 

 この Speaker View モードは、２つのカメラシステム

を用いることで実現している。メインカメラがアク

ティブな発言者を囲んで、発言者の変化に合わせてス

ムーズにパンやズームを行う一方、広角の AI ビュー

ファインダーが会場を囲む。これにより、遠隔地の参

加者も、実際に会議室にいるのと同じようにすべての

会議のやり取りをはっきりと見て、聞くことができる

ようになる。 

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
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Speaker View モード（ロジクール） 

 また、Speaker View モードは、主要なビデオ会議ソ

フトウェアと互換性があり、「Microsoft Teams Rooms」

の Android 版と Windows 版ではピクチャーインピク

チャーモードとして動作し、「Zoom Rooms」ではス

ピーカーと会議室内のストリームをそれぞれ個別のタ

イルで表示するマルチストリーム設定とシームレスに

統合される予定となっている。 

今回のアップデートは、Rally Bar および Rally Bar 

Mini に搭載されている自社開発 OS である「CollabOS 

1.5 のパブリックベータ版として提供される。ロジクー

ルの法人向けデバイス管理ソフトウェア「Sync」、ま

たは「Zoom Device Management」や「Teams Admin 

Center」などのパートナープラットフォームを通じて

更新することが可能。 

 

  導入利用動向-国内          

■ブイキューブ：オンラインで想定来場者数

が倍増となった日本エアーテック製品説明

会のスムーズな開催を支援 
（2 月 9 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） は 、 日 本 エ ア ー テ ッ ク 株 式 会 社

（https://www.airtech.co.jp/）（東京都台東区）が自社

開催した年１回の製品説明会にオンラインセミナー

サービス「V-CUBE セミナー」と運用サポートを提供し

たと発表。 

 日本唯一のクリーンエアシステム専門メーカーの日

本エアーテックでは、例年顧客や販売パートナーとの

重要なコミュニケーションの場として製品説明会を実

施している。コロナ禍以前は全国８カ所の会場で実施

されていた。 

 
日本エアーテックのオンライン製品説明会の様子 

（ブイキューブ） 

この度製品説明会を V-CUBE セミナーと運用サポー

トでオンライン化し、国内拠点を中継し、全国各地の

顧客に参加してもらう大規模イベントとして初オンラ

イン開催した。想定来場者数の約 2 倍となる参加者が

集まる中で、チャットやアンケートによる参加者との

双方向コミュニケーションも図ることができ、参加者

からは好評だったという。 

 ブイキューブは以下の点について評価された。 

（１）大規模で、高品質な映像・音声配信が可能なこ

とに加えて、参加者ごとに視聴 URL が発行できるセ

キュリティの高い配信システム。（２）インストール

レス、マルチデバイス対応でさまざまな参加者にとっ

て視聴しやすさ・使いやすさ。（３）初のオンライン

開催に向けて手探りで取り組むことが多い運営スタッ

フと、イベント設計から伴走してくれるサポート体制。 

 ブイキューブとしては今後もお客様のコミュニケー

ションの 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としている。 

 

■tonari：伊藤忠テクノソリューションズ、遠

隔コミュニケーションサービス「tonari」を

導入 
（PRTIMES:1 月 27 日） 

 tonari 株式会社（https://tonari.no/）（東京都港区）

は 、 伊 藤 忠 テ ク ノ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

（https://www.ctc-g.co.jp/）（東京都港区、略称：CTC）

が 1 月 18 日から遠隔コミュニケーションサービス

https://jp.vcube.com/
https://www.airtech.co.jp/
https://tonari.no/
https://www.ctc-g.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://www.airtech.co.jp/
https://tonari.no/
https://www.ctc-g.co.jp/
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「tonari」の使用を開始したと発表。 

 今回 CTC はニューノーマルを見据えた新しい本社

（東京都港区）とオープンイノベーション創出の場と

して開設した「Innovation Space DEJIMA」（東京都品

川区）の 2 拠点をつなげる。 

 2021 年 6 月より CTC は、グループ連携の強化、新

しい働き方への対応及びニューノーマルを見据えたオ

フィス変革を目的にグループ会社各社の本社機能を中

心とした移転統合を実施。働く場所や時間の自由度を

さらに高め、社員の自律性や創造性、社員同士の連携

を促進している。 

 
tonari を使ったワークショップの様子（tonari） 

今回、等身大で空間をつなぐサービス tonari の導入

を 1 月 18 日に開始し、CTC のオープンイノベーショ

ン創出の場である DEJIMA をつなぐことで、新規事業

を開発していく上での社内外とコラボレーションをし

ていく場として活用していく予定。 

 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つながれ

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。同社では設置する空間の設計や、コミュニケー

ションを促す研修も手がけている。東京都心部にある

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＞  

 
■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 

 

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。 

 

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
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■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2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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