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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.6 2022 年 3 月 31 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■ギンガシステム：安定したパフォーマンス

を 実 現 し た 簡 単 テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム

「LoopGate1003」の発売 
（Valuepress：3 月 30 日） 

 ギンガシステム株式会社（https://ginga-sys.jp/）（東

京都渋谷区）は、より安定したパフォーマンスを実現

した簡単テレビ会議システム「LoopGate1003」の販売

を開始する。 

 
LoopGate1003 発売（ギンガシステム） 

 簡 単 テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム 「 LoopGate 」

（https://loopgate.jp/）は、2017 年 9 月に販売開始

し、会議・打ち合わせ等に利用されているほか、研修

やイベント配信などにも活用されている。また、リモー

トでのコミュニケーションを円滑にする職場環境づく

りとして、本社と支店や工場といった離れた拠点同士

をオンラインで常時つなぎ、オフィスの空間共有を実

現できる拠点間常時接続システムとしても注目されて

いる。 

 LoopGate は、最大 30 コマ/秒のフル HD できめ細

かく滑らかな映像を描写でき、音声に関しても音楽 CD

と同じ 20kHz の音声帯域で、サンプリング周波数は音 

 

楽 CD 以上の 48kHz を採用している。 

 

その他、多地点会議において２つの特徴がある。 

ひとつ目は、「ダイレクト接続」。多地点接続サー

バを介することなく、オンライン会議の開催が可能と

なっている。４地点までの会議であればデバイス同士

の通信となる。 

もうひとつは、「クラウド接続」。上限数に制限が

ない多地点接続サーバを介したオンライン会議が行え

る。ギンガシステムの提供するサーバを使用した予約

制の多地点接続サービスを使って提供する。 

 今回、CPU などの基本性能を高めた LoopGate1003

の販売を開始し、より安定したパフォーマンスを実現

した。また、通信プランに「マルチルームプラン」を

追加し、従来のプランと合わせてユーザの利用形態に

応じて料金プランを選べるようになっている。マルチ

ルームプランとは、クラウド接続を利用する際に、都

度、予約することなく、あらかじめ、専用の会議室を

必要数確保しておくプラン。それぞれのルームへリモ

コンをワンタッチ操作するだけで会議を開始できるよ

うになっている。 

 ギンガシステムは、1997 年にオンラインコミュニ

ケーションシステムの専門メーカーとして事業を開始

し、2,600 社以上の小規模、中堅、大企業、官公庁・団

体、大学などさまざまな企業・組織および個人に累計

8 万台以上導入されており、高く評価されている。 

 

■サンワサプライ：少人数会議に最適な、マ

イク・スピーカーを内蔵した一体型フル HD

対応 WEB カメラを発売 
（PRTIMES：3 月 18 日） 

 サンワサプライ株式会社（https://www.sanwa.co.jp/）

（岡山県岡山市）は、少人数会議に最適な、マイク・
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スピーカーを内蔵した一体型 WEB 会議カメラ「400-

CAM077N」を 3 月 18 日に発売した。販売価格は、

20,728 円（税抜）。 

 
 400-CAM077N は、WEB 会議に適した、800 万画素

で水平画角 100°の広角レンズを搭載した WEB カメ

ラスピーカーフォン。フル HD の高画質で、フレーム

レートは最大 30fps（1920x1080 時）で動きを滑らか

に再現する。 

 マイクは全指向性マイクを 4 台搭載しており、集音

範囲は 3m で確実に音を拾うという。強力なエコー

キャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えて

いるため、クリアな音声で通話が可能という。 

 スピーカーは、少人数での会議には十分な、最大出

力 3W のスピーカーを背面に２つ搭載している。付属

の USB ケーブルが３ｍあるため余裕を持ってパソコン

に接続できる。OS 標準のドライバーで動作し別途ドラ

イバーのインストールは不要。また電源接続も不要。 

 本体は、PC モニターやディスプレイ上部に簡単に取

り付けられるスタンドで上下左右にカメラの向きを変

更でき、設置場所を傷つけにくい滑り止めゴムがスタ

ンド内側にもついている。さらに、カメラ用三脚ネジ

を内蔵しているため、カメラ用三脚に取り付け可能と

なっている。 

 

  ビジネス動向-国内           

■VTV ジャパン：Neatframe 社と代理店契約

を締結、Zoom 対応ハードウェア製品「Neat

シリーズ」の取扱を開始 
（PRWire：3 月 18 日） 

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

京都千代田区）は、Neatframe 社（https://neat.no/）

（ノルウェー・オスロ、以下、Neat 社）と代理店契約

を締結し、Zoom 対応のハードウェア製品である「Neat

シリーズ」の取り扱いを開始する。 

 Neat 社は、「Zoom」や「Microsoft Teams」向けの

オンライン会議用ハードウェアを開発するメーカー。

ハードウェアテレビ会議用製品の開発で長年の経験と

実績があるメンバーによって 2019 年に設立された。

Zoom 社から資本提供も受けており Zoom 社との緊密

な連携によって「Neat シリーズ」は誕生した。 

 

取扱い開始製品（VTV ジャパン） 

 Neat シリーズはカメラやマイクなど Zoom 会議に必

要なハードウェアが一体化した製品。タッチパネルの

簡単な操作のみで、Zoom 会議への参加を可能にする。

より便利で洗練された会議空間と、高品質な映像・音

響環境を実現するという。 

 VTV ジャパンはオンライン会議専売会社として、28

年間培ってきたオンライン会議環境の構築・運用に関

する知見と、Neat 社をはじめとするハードウェア製品

を組み合わせ、お客様のニーズに応えるオンライン会

議環境の構築をサポートするという。 
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■アドバンスクリエイト：オンライン面談シ

ステム「Dynamic OMO」特許取得 
（PRTIMES:1 月 31 日） 

 株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト

（https://www.advancecreate.co.jp/）（大阪府大阪市）

は、自社開発した保険募集特化型オンライン面談シス

テム「Dynamic OMO」の本人確認機能、及び録画デー

タのバックアップ機能について特許を取得したと発表。 

 Dynamic OMO（https://www.accp.jp/dynamic-omo）

は、2020 年 3 月以降、業界トップクラスとなる 55,000

件を超えるオンライン保険相談を実施してきた同社な

らではの知見を結集し、社内で独自開発した「保険相

談に特化した」ビデオ通話システム。生命保険会社や

損害保険会社のほか、クレジットカード会社などでも

導入されているという。 

 

Dynamic OMO 使用イメージ（アドバンスクリエイト） 

 本システムは保険代理店のみならず、保険会社の

コールセンターや保全部門においても活用できると想

定しており、同社では、保険業界全体のスタンダード

システムの地位を目指している。また、B to C の商談

が多い他業種においても需要を見込んでいるという。 

 今回取得した特許は、Dynamic OMO の「オンライン

面談時、本人確認書とお客様の顔を認知し、同一人物

であることを確認する」機能と、「通信エラーや端末

異常があった場合でも、録画データを確実で効率的に

バックアップする」機能。 

 アドバンスクリエイトは今後も、国内最大級の保険

選びサイト「保険市場」（https://www.hokende.com/）

において、ユーザビリティを向上させ、お客様の体験

価値を高めていくことで、“新しい保険の在り方”を提

案し、ユーザが安心して保険を購入できる「保険市場」

を構築していくとしている。 

 

  ビジネス動向-海外           

■HP 社：Poly 社の買収を発表 

（3 月 28 日） 

 HP 社（米国・カリフォルニア州）は、Poly 社（米

国・カリフォルニア州、旧プラントロニクス、ポリコ

ム）の買収について最終合意したと発表した。ハイブ

リットワークソリューションの強化の一環。 

 今回の買収では、１株あたり 40 ドルの全額現金取

引であり、Poly 社の純負債を含めた企業価値は 33 億

ドルとなる。買収に関する手続きは 2022 年末までに

は完了する予定。 

 急速に拡大しているハイブリットワークに対して、

Poly 社のデバイス・ソフトウェア・サービスと、HP 社

の強みでありコンピューティング・デバイス管理・セ

キュリティとを組み合わせることで、競争力のあるソ

リューションのポートフォリオが構築できると期待し

ている。 

※プラントロニクスとポリコムが合併したのは 2019

年 3 月。 
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  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■Microsoft Teams Rooms セミナーシリーズ 2022 

日時：4 月 19 日(火) 、20 日(水)、26 日(火)、27 日(水) 

（4 日間） 

※いずれの日も 13:00～16:00 開催 

会場：オンライン（Teams 使用 

主催：日本マイクロソフト株式会社 

詳細・申込：https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-

japan/2022/03/18/profile-form-index-

cfmpkformid0x12900868abcd/ 

※Microsoft Teams Rooms の最新情報とテクニカルセッ

ション。 

 
■ヤマハ UC 新商品発表会 

日時：4 月 20 日（水）9:30～15:30 

会場：TKP ガーデンシティお茶の水 3F「カンファレンス

ルーム 3A+3B+3C」 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細： 

https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified

_communications/adecia/index.html 

※ADECIA ワイヤレスソリューションや YVC シリーズの体

験ができる。 

 
■ブイキューブセミナー情報（4 月） 

「次世代型オフィスで「Web 会議用スペース不足」を解

決！先進企業の総務担当者がリアルを語る」「WebRTC よ

り簡単実装！技術者向け通話・配信 SDK 入門講座」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（4 月） 

「Webex Meetings VS Webinar 違いと用途について」

「Webex アプリへのアップデートの必要アクションと

Control Hub の設定について」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 
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