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  製品・サービス動向-国内              

■ソースネクスト：オールインワンの 360 度

web カメラ「KAIGIO CAM360（カイギオ

カム 360）」を発売 
（PRTIMES：4 月 13 日） 

ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社

（https://www.sourcenext.com/）（東京都港区）は、

4 月 14 日に、オールインワンの 360 度 web カメラ

「KAIGIO CAM360（カイギオカム 360）」を発売す

る。 

 

KAIGIO CAM360  

© SOURCENEXT CORPORATION 

（ソースネクスト） 

 KAIGIO CAM360 は、360 度パノラマ映像カメラ、

マイク、スピーカーが一体になったリモート会議の専 

用デバイス。本体には、4 つの 2K カメラ、8 つのマイ

ク、3 つのスピーカーを備えている。Web 会議に必要

な機器が一体化しているため、簡単にセッティングで

きるようになっている。アップデートで常に最新機能

にも対応する。 

マイクは無指向性で半径 5m まで集音が可能。加え 

て、ワンタッチでミュート／ミュート解除も行える。

また、3 つの高性能スピーカーは、360 度まんべんな 

 

 

く横向きに音を発する、一般的なスピーカーよりも周

波数帯域が広く、聞き取りやすくなっている。ノイズ

キャンセリング、エコーキャンセラー、オートゲイン

コントロール搭載。 

 
通常の Web カメラと KAIGIO CAM360 の違い－会議室の人

物をそれぞれ拡大し表情や誰が話しているかわかりやす

い、7 つの表示モードを用意 

© SOURCENEXT CORPORATION 

（ソースネクスト） 

カメラは、独自の専用 AI チップが人物を検知し、会

議室にいる人の表情が見えるように人物を拡大して映

すようになっている。話す人の枠をハイライトするた

め、誰が話しているかもよくわかる。360 度カメラが

パノラマ映像を表示するため、会議室全体の雰囲気も

伝わり、対面に近い臨場感を体験できるという。 

 シーンによって 7 つの表示モードを選べる。表情が

はっきり見える「4 分割モード」、人数が多い会議には

「最大 9 分割モード」、プレゼンや授業には「120 度

固定モード」、広い会議室には「上下 180 度モード」

がある。なお、上下 180 度モード以外には、それぞれ

パノラマ表示のあり／なしを選択できるため、都合 7

つの表示モードを提供していることになる。 

 KAIGIO CAM360 は、Zoom、Skype、Microsoft Teams、

Cisco Webex Meetings、Cisco Webex Teams、Google 

Meet、Slack など多くの会議システムに対応している

ため、現在の環境のまま使えるという。 

https://www.sourcenext.com/
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 価格は、88,000 円（税込）。関連商品として、「KAIGIO 

CAM360 ブラック 収納バック」（5,500 円税込）を用

意しているほか、12 ヶ月の標準の保証の延長として、

購入日より 3 年間の保証を提供するサービス「KAIGIO 

CAM360・ワイド延長保証サービス」もある。 

 

■ドコモ・システムズ：資料共有型 Web 会議

サービス「letaria」のバージョンアップを発

表、会議中の機能、管理者向け機能、ビデ

オ通話、UI 改善など 
（PRWire：4 月 1 日） 

  ドコモ・システムズ株式会社（https://www.docomo-

sys.co.jp/）（東京都港区）は、4 月 1 日、資料共有型

の Web 会議サービス「letaria（レタリア）」のバーショ

ンアップを発表。 

 
letaria イメージ（ドコモ・システムズ） 

 letaria は ド コ モ グ ル ー プ の 公 式 Web 会 議

（ https://ddreams.docomo-sys.co.jp/letaria/ ） 。

Windows や Mac、Chromebook などのパソコンから

Chrome ボラウザで会議が行える。またスマートフォ

ン・タブレットで使う場合はモバイル用アプリで利用

できる。 

会議資料が中心となりがちな日本の特性を踏まえた、

発表者・参加者双方の立場に立った、国産の Web 会議

サービス。今回、サービス提供開始以降、お客様から

フィードバックがあった要望を反映したバージョン

アップをリリースした。 

 letaria は、2010 年 7 月から 11 年間にわたって利 

用されているドコモ公式の Web 会議「sMeeting（エス

ミーティング）」の資料ハンドリングの良さを引き継

ぎ、さらにカジュアルな会議にも必要な機能を追加す

ることで、シンプル＆ペーパーレスの 2 つのモードで、

ビジネスシーンの幅広いオンラインコミュニケーショ

ンのニーズに応えるとしている。 

 資料を参加者の端末にダウンロードすることなく、

セキュアにペーパーレス会議運用が可能な「プレゼン

テーションビュー」モード、簡単操作でシンプルにビ 

デオコミュニケーションが可能な「グリッドビュー」

モードに特長がある。 

 サービス提供開始以降の主な機能追加・拡張として

は、ミーティングに登録した資料の事前・事後での参

照、ミーティング中のリアクション表示、カメラ映像

の送信品質（解像度/画角）の選択、会議作成者以外の

メンバーが会議を代理開催できるように変更、といっ

た会議中の機能追加のほか、組織（グループ）管理者

向け機能の強化、モバイル端末と VoIP 通信による音

声・ビデオ通話、ミーティングテンプレート機能のメ

ンテナンス性向上、ミーティング画面の UI 改善なども

ある。 

 料金プランは、組織（グループ）単位での契約とな

る。組織メンバー数を設定する「組織人数制限プラン」

と、組織の人数を制限せず月間の会議開催回数を設定

する「月間会議回数プラン」の 2 つのプランを用意し

ている。利用料金は、5ID～、1ID あたり月額 1,760 円。 

加えて、提供方法の改善の一環で、今年 3 月よりビジ

ネ ス プ ラ ス

（https://www.docomo.ne.jp/biz/service/letaria/）で

の取扱いを開始した。 

 今後は、株式会社コトバデザインが開発するクラウ

ド型通話サービス「COTOBA Talk（コトバトーク）」

で音声指示するだけで、letaria でミーティングを始め

たり会議の予約ができるようになることを目指してい

https://www.docomo-sys.co.jp/
https://www.docomo-sys.co.jp/
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/letaria/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/letaria/
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るという。普段のモバイルコミュニケーションの中か

ら自然にミーティングを開催できる仕組みを作るべく

共同実験・開発を進めてきた。2022 年夏頃のサービス

提供を予定している。 

 またその他今年度は、会議記録、組織メンバーのプ

レゼンス表示、音声文字起こし/簡易議事メモ作成、

バーチャル背景、常設会議室、ミーティング参加かの

人数の拡大、などのサービス提供開始も予定している

という。 

 

■リコー：オンライン会議やウェビナーを自

動記録するクラウドサービス「toruno」提

供開始 
（4 月 5 日） 

 株式会社リコー（https://www.ricoh.co.jp/）（東京都

大田区）は、オンライン会議やウェビナーを自動記録

す る ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 「 toruno （ ト ル ノ ） 」

（https://toruno.biz/）を 4 月 12 日から提供開始する。 

 toruno は、音声、文字起こしテキスト、表示されて

いた画面、をまるごと自動で記録することができるオ

ンライン会議の記録・共有サービス。法人向けとビジ

ネスパーソンなど個人利用向けに提供する。 

2020 年 10 月からモニター募集したビジネスパー

ソンを対象とした「toruno クローズドβ版」を提供開

始し、2021 年 2 月には、一般のビジネスパーソンに

対象を広げた「toruno β版」をリリース。その後も利

用ユーザの声を聞きながら検証と改善を重ね、この度、

法人ユーザ向けの正式サービス開始に至った。 

 今回より提供開始する法人向けのサービスでは、契

約した組織（チーム）で利用できるようユーザ管理機

能の開発を行い、また、チーム内での会議共有がしや

すくなる改善を行っている。チーム内では URL だけで

の共有、チーム外へは URL とパスコードで共有する。 

 toruno のサービスの構成としては、Windows 上で

動作する記録用のデスクトップアプリケーション（記

録アプリ）と、クラウドに記録した会議を管理・閲覧

するための Web サービスで提供する形となっている。 

記録の仕方は簡単で、オンライン会議ソフトとの連

携・設定など事前準備が不要で最短 1 クリックで記録

を開始することができる。また閲覧する時には、音声・

発言のテキスト・画面ショットが時系列で整理された

Web ページで確認することが可能となっている。加え

て、その Web 画面自体を URL 共有することもできる

ため、会議欠席者が情報をキャッチアップするときに

も役立つ。 

 
toruno 利用イメージ（リコー） 

 
toruno 使用画面イメージ（リコー） 

 リコーによると、使い方次第で、さまざまなシーン

で、記録したものを振り返る、情報を共有する、議事

録作成にかかる時間を削減するだけにとどまらない価

値を提供するという。 

 録音の際の高い日本語変換精度を実現するため、ア

ドバンスト・メディア社の音声認識 API「AmiVoice 

Cloud Platform」に連携している。また、企業ごとの用

https://www.ricoh.co.jp/
https://toruno.biz/
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語や業界用語などの変換も実現できるようにユーザ辞

書機能もある。 

 その他、会議中の重要な発言をキーワード検索や

ブックマークしたり、発言を画面上で修正できるダイ

レクト編集機能、音声の再生スピードを 0.5 倍～2.0 倍

速に変更、5 秒、30 秒の再生位置ジャンプ機能なども

用意されている。 

 リコーは、個人利用向けの「toruno パーソナル」（月

10 時間：1,650 円税込など）と法人向けの「toruno ビ

ジネス」（月 20 時間：6,000 円など）を用意している。

記録時間を超えると従量課金となる。法人向けでは請

求書支払いとなるが、toruno パーソナルではクレジッ

ト支払に対応している。 

 

利用プラン（リコー） 

 

  ビジネス動向-国内           

■メディアプラス：Neat 社と代理店契約を締

結、「Zoom」・「Microsoft Teams」認証

オールインワン ビデオ会議デバイスの販

売を開始 
（PRTIMES：4 月 6 日） 

 株 式 会 社 メ デ ィ ア プ ラ ス

（https://www.mediaplus.co.jp/）（東京都千代田区）

は、ビデオ会議デバイスの製造及び販売を行う Neat 

frame 社（https://neat.no/）（ノルウェー・オスロ、

以下、Neat 社）と日本国内における販売代理店契約を

締結し、Neat 社が提供するビデオ会議デバイスの全製

品の取扱いを開始した。 

 Neat 製品は、Zoom や Microsoft Teams のためにシ

ンプルでスマートにデザインされた、カメラ・マイク・

スピーカー・環境センサー内蔵のオールインワンビデ

オ会議デバイス。インストール・セットアップの全て

が非常に簡単で、誰もが手軽に高画質・高音質のビデ

オ会議を行うことができるという。 

 
Neat 社が提供する、Zoom・Microsoft Teams 認証 

オールインワンビデオ会議デバイス（メディアプラス） 

 今回の代理店契約により、メディアプラスが加盟す

る Global Presence Alliance(GPA)ネットワークを用い

た Neat 社のグローバル規模での販売・施工が可能にな

る。さらにメディアプラスは昨年より Microsoft 社の

Meeting Room Partner Program のメンバーとして、

Teams を 利用 し て い る さ ま ざ ま な 企 業 に Teams 

Rooms を導入するための AV パッケージを展開してい

る。今年 3 月 22 日、Neat 製品の一部が Teams 認定デ

バイスとなったことを受けて、これらの Teams Rooms

用 AV パッケージのラインナップに Neat 製品が加わる

ことになった。 

  

 

 

 

 

https://www.mediaplus.co.jp/
https://neat.no/
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■ZVC Japan：日本代表取締役会長に下垣 典

弘氏を任命、現カントリー・ジェネラルマ

ネージャー佐賀 文宣 氏は日本担当社長に

昇格、Zoom の日本における次の成長ス

テージへ 
（PRTIMES：4 月 1 日） 

 Zoom Video Communications 社（米国・カリフォル

ニア州）の日本法人である ZVC Japan 株式会社

（https://zoom.us/）は、下垣 典弘 氏を ZVC Japan 株

式会社 代表取締役会長に任命したことを発表した。 

 下垣氏は、日本における同社の次の成長段階への舵

取りと推進を担当する。部門横断的な役割を担いなが

ら日本におけるビジネスを統括していく。 

 
Zoom 日本法人の代表取締役会長に就任した 

下垣 典弘 氏（ZVC Japan） 

 また、現在、日本担当カントリー・ジェネラルマネー

ジャー（2019 年 2 月～）を務めている佐賀 文宣 氏

は日本担当の社長に昇格した。これまで同社のプレゼ

ンス向上とクライアントの成功の創出に貢献してきた。

今後は、日本担当社長として、下垣氏と緊密に連携し、

日本における同社の販売戦略を推進していく。 

 下垣氏は、直近では、Yext の社長兼 COO として過

去 2 年間で日本での新しいソリューション展開ととも

に、ビジネス拡大に貢献した。また、Yext 以前は、

Amazon Web Services のエンタープライズ・セールス・

ディレクターとして、クラウド技術によるクライアン

トのビジネス変革を先導した。それ以前は、オラクル

で上級執行役員兼グループ副社長を 6 年間、IBM で情

報管理担当部長・ビジネス・アナリストを 24 年間務め

た。 

 今回のリーダーシップの人事は、戦略的成長市場で

ある日本の次の成長段階に向けて推進していく上で極

めて重要としている。 

 

  導入利用動向-国内           

■ベルフェイス：野村證券がオンライン営業

システム「bellFace」を導入 
（PRTIMES:4 月 7 日） 

 ベルフェイス株式会社（https://corp.bell-face.com/）

（ 東 京 都 渋 谷 区 ） は 、 野 村 證 券 株 式 会 社

（https://www.nomura.co.jp/）（東京都中央区）がオ

ンライン営業システム「bellFace（ベルフェイス）」を

導入したと発表。 

野村證券では同社のコンタクトセンターにおいて、

「bellFace」を活用したオンライン面談を開始する。 

野村證券のコンタクトセンターでは、お客様一人ひ

とりの状況に合わせて、理想のライフプラン実現のた

めに、お客様の状況やライフプランに応じて、将来の

資産の予測や改善方法を提案し、継続的にサポートを

行うライフプランニングサービスを電話やオンライン

面談を通じて非対面で提供している。 

これまでは電話や郵送を用いてサービスを提供して

いたが、デジタルを駆使し顔と顔を合わせた面談を実

現することで、よりお客様とのコミュニケーションを

深めたい同社では考えていた。そこで、簡単な操作で

サービスを提供したいという想いに合致し、この度

bellFace の導入を決めたという。 

実際に利用した社員からは、「面談準備が少なく、

操作がシンプルなのでお客様に簡単にご利用いただけ

https://zoom.us/
https://corp.bell-face.com/
https://www.nomura.co.jp/
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る」「音声は電話回線を使うので通話のタイムラグが

少なく、電話の延長で利用できる」「資料や提案書を

一緒に見ながら説明ができるためお客様の理解も深

まった」などの声が上がっているという。 

野村證券によると、今後ともお客様が安心して将来

の資産の悩みを気軽に相談できるよう、電話とオンラ

イン面談などをお客様のニーズにあわせて併用してい

くことで、お客様の理想のライフプラン実現に向けて

サポートしていくとしている。 

 

■ネットワンシステムズ：既存の Wi-Fi 環境

と Webex を組み合わせて、青森県立中央

病院のオンライン面会サービスを実現 
（4 月 8 日） 

 ネ ッ ト ワ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社

（https://www.netone.co.jp/）（東京都千代田区）は、

青森県立中央病院（https://aomori-kenbyo.jp/）（青森

県青森市）のオンライン面会サービスを「Cisco Webex 

Instant Connect for virtual care」と病院内に整備した

Wi-fi によって実現したと発表。本サービスは 2021 年 

11 月から開始している。 

 
オンライン面会サービスの仕組み（ネットワンシステムズ） 

同病院によると、新型コロナウイルス感染症対策の

ため、入院患者と家族が面会できない状態が続いてい

ることを受け、既存の仕組みを活用することでオンラ

イン面会サービスを開始した。他の入院患者の迷惑に

ならない範囲で病室で自由にオンライン面会すること

を可能にし、また通信端末を持っていない、自分でビ

デオ通話アプリなどの操作ができない入院患者もこの

サービスを利用できるようになっている。 

 ネットワンシステムズは、青森県立中央病院のネッ

トワーク環境を構築・運用しており、近年では、病院

内全体の Wi-Fi サービスの導入や、Cisco Webex を活

用したリモート緩和ケアカンファレンスの支援を行っ

てきた。今回開始するオンライン面会サービスは、リ

モート緩和ケアカンファレンスで利用していたシステ

ムを本サービスで活用することで実現している。 

医療機関向けビデオ通話システム Cisco Webex 

Instant Connect for virtual care と Cisco WLC を使用

した病院内 Wi-Fi、の既存の 2 つを組み合わせて実現

している。 

 オンライン面会予約サイトと Cisco Webex の環境を

連携させているため、オンライン面会の予約入力後、

Cisco Webex から発行される URL からブラウザベース

でビデオ通話を開始することができる。新たにアプリ

ケーションをインストールしたり、ID やパスワードを

入力することなく利用が可能となっている。 

 セキュリティの面では、Cisco WLC 内蔵の Web 認

証機能を利用して病院内に Wi-Fi サービスを提供して

いる。さらに Wi-Fi のアクセスポイントを集中管理す

ることで、医療機器に影響を与えることなく、安定し

た Wi-Fi の接続も可能になっている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 

■クライアントからの情報漏洩をどう防ぐ？ 

テレワーク中の Zoom・Teams などの Web 会議  

セキュリティ対策セミナー 

日時：4 月 19 日（火）11:00～11:40   

主催:パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 

共催:デジタルガーディアン株式会社 

詳細・申込：https://event.is-

c.panasonic.co.jp/public/seminar/view/5027 

 

 

 

https://www.netone.co.jp/
https://aomori-kenbyo.jp/
https://event.is-c.panasonic.co.jp/public/seminar/view/5027
https://event.is-c.panasonic.co.jp/public/seminar/view/5027
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■Zoom Phone が起こした 3 つのビジネスフォン革命 

日時：4 月 19 日（火） 12:00～ 

会場：オンライン 

主催：ZVC Japan 株式会社 

詳細・申込：

https://zoom.us/webinar/register/7316496614432/WN_7

Lz_RwxMSjmeVeY6MQOJkg 

 

■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 

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。 

 

■Zoom をもっと活用する  

ハイブリッドワークで始めるコミュニケーション改革 

日時：5 月 10 日(火) 16:00～17:10 

会場：オンライン 

主催：株式会社大塚商会 

共催：ZVC Japan 株式会社/Poly (Plantronics & Polycom)  

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/region/22/0510uc/ 

 

■Slack Frontiers Japan 

日時：5 月 17 日（火）10:30～17:05（10:00 受付開始） 

会場：オンライン 

主催：株式会社セールスフォース・ジャパン (Slack) 

詳細・申込：https://slack-frontiers.jp/ 

 

■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～5 月） 

「Webex アプリ：基本」「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」

「Webex Meetings：リアルタイム翻訳」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 

https://zoom.us/webinar/register/7316496614432/WN_7Lz_RwxMSjmeVeY6MQOJkg
https://zoom.us/webinar/register/7316496614432/WN_7Lz_RwxMSjmeVeY6MQOJkg
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/2022/03/18/profile-form-index-cfmpkformid0x12900868abcd/
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/2022/03/18/profile-form-index-cfmpkformid0x12900868abcd/
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/2022/03/18/profile-form-index-cfmpkformid0x12900868abcd/
https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified_communications/adecia/index.html
https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified_communications/adecia/index.html
https://slack-frontiers.jp/
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
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■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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