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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.8 2022 年 4 月 30 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■オカムラ：オープンスペースでの音の課題

を解決する、Web 会議用音声コミュニケー

ションツール「TALKHUB」発売 
（PRWire：4 月 27 日） 

 株式会社オカムラ（https://www.okamura.co.jp/）（神

奈川県横浜市）は、オープンスペースで音漏れを気に

せず Web 会議が可能となる Web 会議用音声コミュニ

ケーションツール「TALKHUB（トークハブ）」を 4 月

より発売する。 

 

TALKHUB（オカムラ） 

 テレワークが広がり Web 会議が急速に普及した一

方で、個室の数は限られているため、オープンスペー

スでの Web 会議を行うことも多くなってきた。そのよ

うな中、置き型マイクスピーカーの音声が周囲に聞こ

える、マイクが周囲の音を拾う、ハウリングが起こる、

置き型マイクスピーカーに向かって大きな声を出す必

要があるなど多くの問題があり、結果として声が聞き

取りにくく、コミュニケーションが円滑に進まないと

いう音に関する課題があった。TALKHUB はこういっ

た課題を解決する製品となる。 

 TALKHUB はパソコンと USB ケーブルで接続し、一

ウェアラブルマイクスピーカーと Bluetooth で接続す

る。ウェアラブルマイクスピーカーは最大 6 つ、同時 

 

 

に Bluetooth 接続することができる（通信範囲は最大

10m）。ウェアラブルマイクスピーカーは、ネックス

ピーカーの他、インナーイヤー型のマイクスピーカー 

も使用可能となっている。なお、同じ空間の会議参加

者のマイクから発言した声をしっかりと聞き取ること

ができるようにする「インナーイヤー型用ボタン」、

マイクに入る音から雑音をカットする「マイクノイズ

カットボタン」もある。 

 
TALKHUB とパソコンやウェアラブルマイクスピーカーとの

接続方法（オカムラ） 

 TALKHUB の仕組みとしては、オカムラ独自の音声

制御技術により、複数のウェアラブルマイクスピー

カーを接続し、双方向での音声処理を可能にしている。 

複数のマイク、スピーカーの音声信号を Bluetooth 接

続で送受信して、最適な音声信号として 1 つの信号に

まとめ、パソコンに連携する。 

 ウェアラブルマイクスピーカーを使用することで、

音声を聞くスピーカーが耳元にあるため音声が周りに

広がらず、聞き取りやすさが向上する。マイクも口元

にあるので、ささやく音量で相手に声が伝わり、周り

の音声もマイクに入らない。同社独自の音声制御技術

に よ り 、 音 声 ト ラ ブ ル の ハ ウ リ ン グ や エ コ ー も

TALKHUB が自動で除去する。周囲への音漏れや周囲

の音声による相手の聞き取りにくさを気にせずに、

オープンスペースでも Web 会議が可能となっている。 

https://www.okamura.co.jp/
https://www.okamura.co.jp/
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 本体サイズは、W140 x D140 x H60.5(mm)。本体色

は白色。価格は 198,000 円（税抜き）。別売りとして、

ウェアラブルマイクスピーカー、ウェアラブルマイク

スピーカー用充電器。 

 

■ブイキューブ：イベントのオンライン化に

よる CO2 削減率を可視化する「グリーン

メーター」を提供開始 
（4 月 20 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、オンライン開催によって参加者が移動

せずにイベント参加したことによる CO2 削減率の見

える化を実現する「グリーンメーター」を提供開始す

る。まず、オンラインイベントプラットフォーム

「EventIn」利用企業に無償提供する。 

 
利用画面イメージ（ブイキューブ） 

 コロナによりイベントのオンライン開催が文化とし

て定着してきたが、実際には参加方法の変化による

CO2 削減効果を具体的に可視化するのが非常に手間で

あることから、環境負荷観点でのオンラインイベント

効果が認識されず、ESG 観点で活用が促進されにくい

のが一般的だった。 

 そこで、今回発表されたグリーンメーターは、仮に

参加者がセミナー会場に集まった場合のイベントやセ

ミナーをオンライン開催に変えたことによる、移動に

よる CO2 の削減率を可視化するもの。 

 リアル会場に参加者全員が集合することを想定し、

オンラインイベントの参加者がアクセスしたエリアを

IP アドレスから推定。イベント開催予定のある建物ま

で交通機関で移動した場合と比較して、どの程度の

CO2 排出量を削減できたかを想定、集計して表示する。

また、より環境保全効果が実感できるよう、削減した

CO2 排出量を植樹本数に換算して表示することもでき

るようになっている。 

効果を可視化することで実際に使う個々人がオンラ

インセミナーの利用効果を明確に認識し、積極的な利

用を促進していくことにより、映像コミュニケーショ

ンサービスがコミュニケーション以外にも社会的に重

要な役割を果たすものと考えている。 

 

■PHONE APPLI：「PHONE APPLI API」の提

供を開始 
（4 月 26 日） 

 株式会社 PHONE APPLI（https://phoneappli.net/）

（東京都港区）は、「PHONE APPLI API」の提供を開

始する。 

 「PHONE APPLI PEOPLE」のデータを活用してさま

ざまなシステムとデータ連携したいという要望がお客

様やパートナーからあったという。 

 この度のリリースでは、「PHONE APPLI PEOPLE」

の社内連絡先に関する API を提供する。PHONE APPLI 

PEOPLE の社内連絡先情報を取得、編集、削除できる

ようにすることで様々なシステムとの社員マスタ連携

を可能にし、タイムリーな情報反映、運用の効率化を

実現することも可能になった。 

 今後も、その他のデータ連携ができる API を順次開

発・リリースし、オープンなエコシステムの実現に向

https://jp.vcube.com/
https://phoneappli.net/
https://jp.vcube.com/
https://phoneappli.net/
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けて寄与していく考え。また、API エコノミーの形成

に尽力していくことで、パートナーとのビジネスの拡

大を図っていく。 

 

■サンワサプライ：ケーブルを気にせずどこ

でも設置できるワイヤレス WEB カメラを

発売 
（4 月 20 日） 

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

（岡山県岡山市）は、ケーブルを気にせずどこでも設

置できる、ケーブル接続不要のワイヤレス WEB カメ

ラ「CMS-V65BK」を発売した。標準価格は 43,780 円

（税込み）。 

 
CMS-V65BK（サンワサプライ） 

 
設置例（サンワサプライ） 

 接続方法は 2.4GHz ワイヤレスを採用しており、付

属のレシーバをパソコンに接続するだけで使用できる

ようになっている。ケーブルの煩わしさがないワイヤ

レス接続であるため、ディスプレイの上や卓上の設置、

三脚取り付け穴の使用による設置以外にも、本製品を

手に持って被写体に近づけて撮影することも可能に

なっている。通信距離も 20ｍまで対応しているためデ

スク周りなどの距離であれば通話しながらの移動も可

能。 

 
使用例（サンワサプライ） 

 一方、カメラは、フル HD 対応 200 万画素 CMOS セ

ンサーを搭載。大型ディスプレイや液晶テレビにも高

精細な映像を映し出すことができる。水平画角 65 度

のレンズは少人数でのテレビ会議におすすめ。 

 また、カメラ本体にステレオマイクを内蔵している

ため、ヘッドセットやパソコン用マイクがない場合で

も「Zoom」や「Microsoft Teams」、「Google Meet」

などの各種ビデオチャットでテレビ会議が行える。 

 その他、繰り返し充電できるリチウムイオン電池を

内蔵しており、フル充電で約 3 時間の連続使用が可能

となっている。また付属の USB ケーブル（USB2.0 対

応）で充電・給電ができ、給電しながら使用すること

もできるようになっている。 

 

 

 

 

 

https://www.sanwa.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
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  ビジネス動向-国内           

■ベルフェイス：自社開発した「リモートコ

ントロール機能」に関する特許を取得 
（PRTIMES：4 月 19 日） 

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

（東京都渋谷区）は、自社開発した「リモートコント

ロール機能」に関する特許（特許第 7046338 号、2022

年 3 月 25 日）を取得したと発表。 

 リモートコントロール機能とは、営業担当者が自身

の PC にて申込画面を表示し、一時的にお客様へ営業

担当者の画面の操作権限を渡すことができる機能。主

に Web フォームでの申込画面などの手続きにおいて、

スムーズな案内が可能になるという。現在同社が提供

しているオンライン営業システム「bellFace」を併用す

ることで、商談から「申込み」のプロセスを一貫して

オンラインで完結することが可能になる。 

 
リモートコントロール機能のイメージ（ベルフェイス） 

 
リモートコントロール機能のポイント（ベルフェイス） 

 リモートコントロール機能のポイントは、以下の通

り。（1）お客様側のアプリのインストールや事前の準

備が一切不要で、スマホでの操作も簡単である。（2）

指定したブラウザのみを共有・操作できるため、情報

漏えいのリスクを軽減し、セキュアなやり取りが可能

である。 

 同社は、今回の登録特許を含めて、日本において約

30 件の特許出願を実行している。今後もより良いプロ

ダクトを世の中に提供できるようにプロダクト開発に

努めていくとしている。 

 

■Neat 社：Microsoft Teams 認定を取得 

（PRTIMES：4 月 26 日） 

 Neat 社（https://neat.no/）（ノルウェー・オスロ）

は、同社の主力製品群が「Microsoft Teams」に認定さ

れたことを発表した。 

 Neat はあらゆる範囲を網羅した高機能会議システ

ムを提供するとともに、ユーザが最高の環境を体感で

きる、他にはない高いクオリティのインクルーシブな

ミーティング体験の実現の向上に絶え間なく取り組ん

でいる。 

今回 Microsoft Teams に認定されたことにより、

「Neat Board」「Neat Bar」「Neat Pad」は、「Teams」

および「Teams Rooms on Android」といったさまざま

なデバイスとその機能を最大限活用することが可能に

なった。 

 Neat 社デバイスの認定プロセスはスピーディに進

んだだけでなく、今回の認定では、Neat 社のハード

ウェア、特に Microsoft Teams および Teams Rooms 環

境での「Neat Symmetry」機能が高く評価されている

という。 

 Neat 日本法人（Neatframe 株式会社）は、「日本の

多くのお客様は、Neat のように設置も容易で使いやす

く、さらにユニークでパワフルな体験ができる確信的

なビデオデバイスにとても驚かれている。今回の

Microsoft Teams の認定を受け、日本全国の数多くの

Teams のお客様へ豊かで公平なビデオコラボレーショ

ン体験を提供できることを嬉しく思う。」とコメント

https://corp.bell-face.com/
https://neat.no/
https://corp.bell-face.com/
https://neat.no/
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を出している。 

 

■ブイキューブ：フィジタルリアリティなメ

タバース体験を実現する個室型 VR 空間「メ

タキューブ」のコンセプトモデルを発表 
（4 月 18 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、フィジタルリアリティなメタバース体

験を実現する個室型 VR 空間「メタキューブ」のコン

セプトモデルを発表。“フィジタル“はフィジカル（物理）

＋デジタルを組み合わせた造語。 

 メタキューブは、防音個室ブース「テレキューブ」

室内の壁面に映像コンテンツを投影することで、ゴー

グル型 VR デバイスなどを装着せず、臨場感あふれる

VR・メタバース空間を体感できるシステム。 

 

個室型 VR 空間メタキューブのコンセプトモデル 

（ブイキューブ） 

ブイキューブは、今年 1 月にメタバースへの参入を

発表し、「メタバースイベントサービス」の提供を開

始した。今回はそれに続く新たなサービスとして、テ

レキューブを活用したメタバース上でのコミュニケー

ションサービスコンセプトを今回発表した。 

 メタキューブのコンセプトモデルにおいては、360

度カメラで撮影した静止画や動画、BIM モデルなどの

CG 画像だけでなく、遠隔地の映像をリアルタイムで表

示することも可能。Web 会議による遠隔地との会議は

もちろん、ライブ配信映像を遠隔地の参加者と同一空

間にいるかのように体験の共有ができる。 

同社では、すでに各領域で利用されているテレ

キューブをプラットフォームとしてフィジタルリアリ

ティなメタバースを体験する、新たなサービスである

メタキューブの開発に着手した。エンターテイメント

だけでなくビジネスにおいても幅広い業種・用途での

メタバース活用の可能性を探る。また、人数分のデバ

イスの確保や装着などが必要となるゴーグル型よりも、

メタバース体験のハードルを下げることも期待してい

る。 

今後として、メタキューブ実用化に向けた概念実証

（PoC）として、サービス開始に向けた課題の抽出や有

効性について検証するため、サービス開発を共同で行

うコンテンツパートナー企業を募集する。概念実証で

は各領域の企業と開発を進め、ビジネスシーンや消費

者に対して新たな価値提供を行えるフィジタル体験を

創造していく予定だ。 

 

※コンセプト動画： 

https://youtu.be/ItFn3Dnbdpw 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■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/ 

 

https://jp.vcube.com/
https://youtu.be/ItFn3Dnbdpw
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/22/0510uc/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/22/0510uc/
https://slack-frontiers.jp/
https://jp.vcube.com/
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■アフターコロナのニューノーマルなオフィスにおける、 

最適な Web カメラの選び方 

日時：5 月 18 日(水) 15 時から(※50 分程度を予定) 

会場：オンライン 

主催：アバー・インフォメーション株式会社 

詳細・申込：https://peatix.com/event/3217411 
 

■ブイキューブセミナー情報（5 月） 

「WebRTC より簡単実装！技術者向け通話・配信 SDK 入門

講座」「メタバース×Web 講演会」「実演！ライブ配信・

ビデオ通話アプリ開発」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（5 月） 

「Webex Meetings：Slido のご紹介」「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 

 

■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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