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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. 24 No.4 2022 年 2 月 28 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■TD SYNNEX：レノボのオンライン会議室ソ

リューション「ThinkSmart Core」と一体型

カメラ「Jabra PanaCast 50」のバンドル版

を国内初、販売開始 
（2 月 17 日） 

TD SYNNEX 株式会社（https://www.synnex.co.jp/）

（東京都江東区）は、GN オーディオジャパン株式会社

（https://www.jabra.jp/）（東京都港区）との協業を強

化 し 、 レ ノ ボ の オ ン ラ イ ン 会 議 ソ リ ュ ー シ ョ ン

「ThinkSmart Core」と、GN オーディオ社製「Jabra 

PanaCast 50」の初バンドル版を 3 月 1 日より受注開

始する。 

ThinkSmart Core は中・大規模会議室向けにレノボ

が提供するオンライン会議ソリューションで、Jabra 

PanaCast 50 は、180 度パノラマ 4K 対応オンライン

会議カメラ。 

 
ThinkSmart Core と Jabra PanaCast50/Speak 750 のバンド

ルによる次世代ルームシステムの構成（TD SYNNEX） 

今回発表されたバンドル版は、TD SYNNEX 社内で組

み合わせ検証を十分おこなった上で、導入前無償コン

サル（１時間）やオプションの設置サービス（オープ

ンプライス）も合わせて「Microsoft Teams Rooms」用 

 

 

としてオンライン会議環境の整備を検討する企業・教

育機関に対し提供する。 

 会議室におけるオンライン会議への参加環境の整備

が多くの企業や組織にとって大きな課題となる中で、

企業・教育機関を含めた広範な組織におけるハイブ

リットワークの加速に貢献できることを期待している

という。 

 今回のバンドル提供開始を記念し、TD SYNNEX、GN

オーディオジャパン、レノボジャパン、日本マイクロ

ソフトの 4 社は 4 月にウェビナーの共同開催を予定し

ている。日程を含め詳細は TD SYNNEX イベントペー

ジ（https://www.synnex.co.jp/events/）後日告知する

予定。 

 

■三井情報：ビデオ会議ソリューションを提

供する「MEDACA シリーズ」で多言語 AI 通

訳を実現 
 （2 月 25 日） 

三井情報株式会社（https://www.mki.co.jp/）（東京

都港区）は、Wordly 社（https://www.wordly.ai/）（米

国・カリフォルニア州）と代理店契約を締結、ビデオ

会議ソリューションを提供する「MEDACA シリーズ」

で多言語 AI 通訳を実現する「Wordly（ワードリー）」

を追加したと発表。 

 
Wordly の使用イメージ（三井情報） 

 Wordly は、複数言語を一度に同時通訳できるクラウ

https://www.synnex.co.jp/
https://www.jabra.jp/
https://www.synnex.co.jp/events/
https://www.mki.co.jp/
https://www.wordly.ai/
https://www.synnex.co.jp/
https://www.jabra.jp/
https://www.synnex.co.jp/events/
https://www.mki.co.jp/
https://www.wordly.ai/
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ドサービスで、Zoom、Cisco Webex 等と連携して発話

者が話す言語をユーザが希望する言語に翻訳するもの。

15 言語を文字起こしして、22 言語への同時通訳が可

能。ビデオ会議との連携によって、海外との円滑なコ

ミュニケーションを後押しする。また、エンドユーザ

が日本語で問い合わせができる MEDACA ヘルプデス

クの提供によって、企業での Wordly 導入と活用を支

援するという。 

 提供価格は月額 10 万 5 千円（通訳時間：5 時間/月）

～で 2 月 28 日より販売する。なお、年間契約が基本

となる。 

※MEDACA 製品ページ： 

https://www.mki.co.jp/solution/medaca.html 

 

■プラス：手書きでライブ感のある Web 会議

をサポートしたホワイトボードと書画カメ

ラ「LIVE シリーズ」２製品を発売 
（2 月 14 日） 

 プラス株式会社（https://www.plus.co.jp/）（東京都

港区）は、Web 会議やオンライン授業で、普段使用し

ている Web 会議アプリと連携し、手軽に手書きの情報

をリアルタイムに表示できる２商品を発表。カメラ搭

載ホワイトボード「LIVE Whiteboard（ライブホワイト

ボード）」を 2 月 14 日に、筆記パッド付書画カメラ

「LIVE Writing Pad（ライブライティングパッド）」を

3 月 8 日に発売する。価格はオープン。We 会議の情

報共有を効率化する。 

 LIVE Whiteboard は、通常のホワイトボードにカメ

ラと専用ソフトウェアを搭載した製品。カメラはホワ

イトボードモード（解像度：約 1240x1900pix、フレー

ムレート：約 5fps）とビューモード（解像度：約

1240x960pix、フレームレート：約 15fps）のふたつ

の解像度・フレームレートの違いがある。 

ホワイトボードにボードマーカーで自由に書き込ん

だ手書き情報をカメラ（ホワイトボードモード）で捉

え、専用ソフトウェアで連携された Web 会議でリアル

タイムに盤面を表示できるようにするもの。カメラの

アームを伸ばすだけで、専用ソフトウェアが板面を見

やすく補正して表示する。 

また、板書内容は画像ファイルとして保存可能で、

会議の後に素早く共有が可能となっている。さらに、

板面がいっぱいになったら、板書内容をコピーして時

系列に最大 10 枚まで並べて表示できるようになって

いる。細かい筆記内容も拡大表示したり、画像形式

（JPEG/PDF）で保存可能。会議終了後すばやく共有で

きる。その他、カメラの角度を変えてボード側の参加

者を映すことも可能（ビューモード）。 

 
LIVE Whiteboard（左）と LIVE Writing Pad（右） 

（プラス）  

 
使用イメージ（プラス） 

 一方、LIVE Writing Pad は、カメラ、専用ペン、イ

レーザー、磁性筆記パッドがセットになってわずか

400g。アームに取り付けたカメラ（解像度：約 1930 

x 1080pix、フレームレート 30fps）が磁性筆記パッド

（B6 サイズ）の筆記内容や資料、立体物などライブで

https://www.mki.co.jp/solution/medaca.html
https://www.plus.co.jp/
https://www.plus.co.jp/
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見やすく伝える。カメラの向きを変更・回転させれば、

手元だけでなく、自撮り、周囲の撮影まで幅広く撮影

が可能。 

Web 会議だけでなく、オンライン営業やセミナーな

ど、製品や部品の細やかな形状、手元の操作や動作を

見せたい方にもアイデア次第で使い勝手の幅が広がる

という。 

 なお、磁気パッドは磁性式で繰り返し使用可能。紙

に鉛筆で書くような滑らかな書き心地という。インク

を使わないので、卓上で使っても、汚れや消しカスを

気にする必要がなく衛生的で電池などの消耗品も不要

なので環境にも配慮しているという。 

 プラスでは、全国の文具店、量販店、専門店、オフィ

ス家具店、オフィス通販、インターネット通販などで

販売する予定。 

 

■イープラス：Zoom 社とパートナーシップ

契約を締結、双方向型オンラインイベント

サービス提供開始 
（2 月 17 日） 

 株式会社イープラス（https://corp.eplus.jp/）（東京

都 渋 谷 区 ） は 、 Zoom Communications 社

（https://zoom.us/）（米国・カリフォルニア州）と、

エンタテインメント業界では国内初となる ISV パート

ナーシップ契約を締結し、双方向型のオンラインイベ

ントサービス「Streaming+ LTE Powered by Zoom」を

2 月 17 日よりサービス提供開始する。 

 イープラスは、クリエイターやアーティストのビジ

ネス機会をリアルイベントやライブに限らず広げてい

くために、2020 年 5 月から有料動画配信サービス

「Streaming+」を提供し、これまでに 11,000 本を超

える有料配信、500 万人を超える視聴者に利用されて

いる。 

 同社によると、地理的制約がない動画配信は移動す

ることなくイベントやライブを提供し、楽しめる機会

を増やした一方で、一方通行の配信は否めず、リアル

イベントやライブの魅力である、一体感、共感、リア

クションなどは、配信において欠如しているという。 

 

利用イメージ（イープラス） 

 今回、提供する新サービスである Streaming+ LTE 

Powered by Zoom は、一体感、共感、リアクションを

双方向により実現するとしている。イベントやライブ

後の Meet & Greet（アフターイベント）、オンライン

でのファンとの集い、トークイベント、レッスンなど

が可能。また、ハイブリットで実施するライブやイベ

ントで、オンライン参加の方々がそれぞれの顔を出し

てリアル会場に参加することも可能。 

 同社では、エンタメのみならず、幅広いジャンルで

の有料セミナーや教室（例えば、料理、手芸など趣味、

ビジネスなど）にも活用ができるという。事業機会と

ユーザ接点の拡大に役立てられると考えている。 

 

  ビジネス動向-国内           

■大日本印刷、日産自動車など 5 社：「移動

会議室」の実証実験第 2 弾として有償ハイ

ヤーサービスの検証を開始 
（2 月 17 日） 

 大日本印刷株式会社（https://www.dnp.co.jp/）（東

京都新宿区）、日産自動車株式会社、株式会社ゼンリ

https://corp.eplus.jp/
https://zoom.us/
https://www.dnp.co.jp/
https://corp.eplus.jp/
https://zoom.us/
https://www.dnp.co.jp/
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ン、ソフトバンク株式会社、株式会社クワハラの 5 社

は、車での移動中に快適な環境で Web 会議ができる

「移動会議室」の実証実験第２弾として有償ハイヤー

サービスの新しいビジネスモデルの確立と、そのため

に必要な車内空間の仕様や車載品の進化や高度化を目

指す。 

第 1 弾（2021 年 6 月 28 日～9 月 24 日）では 100

人を超える方から利用され約 6 割が会社役員と管理職

だった。アンケートの結果、多くの方が移動会議室を

有償サービスとして利用する意向があることが確認で

きた。そこで第２弾では利用件数や料金水準の面から

ニーズを確認し、有償ハイヤーサービスとしての事業

化に向けた検証を行う。 

 実証実験第２弾は、ビジネス会議を伴う移動、婚礼

など特別な日の移動、不動産物件紹介を伴う移動など

で、「エルグランド」を利用したハイヤーサービス（移

動中の車内設備の提供を含む）を 2 月 17 日（木）～9

月 30 日（金）までの期間実施する。24 時間営業（期

間中無休、ただし毎週日曜日 22:00～翌朝 6:00 を除

く）で提供する。 

 
移動会議室の室内空間イメージ（大日本印刷） 

 営業区域は、出発地と到着地が東京都 23 区域内及

び神奈川県横浜市内・川崎市内・横須賀市内で、参加

に当たっては誰でも申込みは可能（１回の乗車で 2 名

まで）。 

 今回の実証実験で使用されるエルグランドには、20

インチの液晶モニターや会議専用のカメラ・スピー

カー・マイクが搭載されている。また、Web 会議用の

通信ネットワークとして５G と４G を用意している。

これらの他にも、座席間の遮音機能や運転手との車内

連絡ツール、現在位置表示用コミュニケーションツー

ルなどもある。 

料金は 20,000 円から（税込み）。ただし、乗車時間

2 時間または移動距離 30km を超えた場合は追加料金

が発生する。なお、車載のモニターやオーディオ装置

への接続用 PC は利用者が持ち込む必要がある。 

 

  導入利用動向-国内          

■tonari：JR 東日本、等身大で空間をつなぐ

サービス「tonari」を導入、離れた拠点間でも

情報格差のないプロジェクトチーム作り 
（PRTIMES：2 月 24 日） 

 tonari 株式会社（https://tonari.no/）（東京都渋谷区）

は 、 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

（https://www.jreast.co.jp/）（東京都渋谷区、以下 JR

東日本）が、等身大で空間をつなぐサービス「tonari」

を導入したと発表した。 

 
JR 東日本で tonari の使用を開始（tonari） 

 
本社にいるチームに声をかけられる（tonari） 

 tonari の導入に至った背景は、東京圏の国家戦略特

https://tonari.no/
https://www.jreast.co.jp/
https://tonari.no/
https://www.jreast.co.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              5/6                       Vol.24 No.4 February 28, 2022 
 

 

別区域の特定事業として認定されている、高輪ゲート

ウエイ駅を中心として取り組む「品川開発プロジェク

ト（Ⅰ期）」の進展に伴い、チームが拡大していくこ

とから、個人やチームの情報共有がスムーズに行われ

ることが重要だと再認識したことが端緒という。 

 品川開発プロジェクトの拠点となる TokyoYard 

Building（港区）と JR 東日本本社を tonari で接続し、

二拠点に分散したチームをつなぎ、温度感のあるコ

ミュニケーションや、いつでも声がかけられる様な環

境を作り、情報格差のないプロジェクトチーム作りを

行っている。 

 tonari の特長は、二つの場所にいなければならない

チームが本来あるべき姿である一つの空間で一緒に仕

事が行える点。つまり、tonari があれば離れた場所へ

のオフィス空間の拡張が行えるということ。 

JR 東日本では、今回、tonari の導入により柔軟なプ

ロジェクトチームの拡大を可能にし、新しい働き方の

浸透を進めていくとともに、品川開発プロジェクトに

も活かしていきたいと今後の抱負を述べる。 

 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■ヤマハ ウェビナー「ポストコロナを見据えたハイブリッ

ドコミュニケーション～慶應義塾大学/Interop における取

組～」開催のお知らせ 

日時：3 月 2 日（水）14:00～15:00 

会場：オンライン 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_20220302/ 

 
■Bose x Barco WEB 会議ソリューション体験ウェビナー 

日時：3 月 3 日（木）11:00～ 

会場：オンライン 

主催：Bose Professional 

詳細・申込：

https://www.facebook.com/events/2996984797219748/ 

 
■ブイキューブセミナー情報（3 月） 

「2022 年 6 月に向けたバーチャル株主総会準備のイロ

ハ」「実演！ライブ配信アプリ開発 これから始める

AgoraSDK」など 

会場：オンライン／オンデマンド 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（3 月） 

「2022 年 3 月（42.3）の機能アップデートについて」

「Webex Meetings VS Webinar 違いと用途について」

「Control Hub の基本」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 

https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_20220302/
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_20220302/
https://www.facebook.com/events/2996984797219748/
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
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 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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ホームページ: https://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 
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