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  製品・サービス動向-国内              

■Poly：会議用ビデオバー「Poly Studio R30」

を発売、またデバイス管理ソフトウェア

「Poly Lens」のリモート管理の新機能にも

対応 
（PRTIMES：5 月 25 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（旧 Plantronics

とポリコム）は、会議用 USB ビデオバー「Poly Studio 

R30」の発売を発表した。また、クラウドべースのデバ

イス管理ソフトウェア「Poly Lens」の新機能の追加を

発表した。 

 

Poly Studio R30（Poly） 

 Poly Studio R30 は、昨今の分散型のワークスタイル

にも対応し、すべての会議参加者の姿や声を明瞭にと

らえ、自然な会話を実現するビデオ会議用ソリュー

ション。Poly のビデオ会議ソリューション「Poly Studio

シリーズ」のラインナップに加わる。「Zoom」認定取

得済み。「Microsoft Teams」認定を 6 月中に取得予定。 

 Poly Studio R30 は、視野角 120°の 4K カメラを搭

載するほか、AI と機械学習を活用した「Poly DirectorAI」 

 

 

 

により、室内にいる全員を自動で適切にフレーミング

するグループフレーミングや人物フレーミング、話者

やプレゼンターをリアルタイムでトラッキングする話

者トラッキングやプレゼンターモードにより、より自

然な映像を実現している。 

 また、音声の面でも、高度な音声機能で周囲の不要

な雑音を遮断する「Poly NoiseBlock AI」と「Poly 

Acoustic Fence」を搭載している。 

 なお、Poly Studio R30 は、複数の製品・ソリューショ

ンをパッケージした「Microsoft Teams Rooms」向けの

「Poly Studio 小規模会議室キット」も展開している。 

この USB ビデオバーには「Poly GC8 タッチコントロー

ラー」が付属する。 

 一方、今回新機能が追加された Poly Lens は、Poly 

Studio R30 をはじめとする Poly 製品の設定・管理機

能を備えたクラウドベースのデバイス管理ソフトウェ

ア。Poly 製品のプロビジョニング、監視、トラブル

シューティングを可能にする。今回の機能拡充では、

デバイス管理者や従業員が移動中でも Poly 製品の管

理を可能にするモバイルデバイス向け「Poly Lens App」

を近日中に提供開始する予定。この Poly Lens App の

利用により、企業の IT 部門の管理者は勤務場所がどこ

であっても「ワークエクスペリエンスを好みに合わせ

てパーソナライズ」「ソフトウェアの更新」「トラブ

ルシューティング」など従業員のデバイスを管理・サ

ポートできる。加えて、モバイルユーザ向け機能「Find 

My Device」によりデバイスの置き忘れを防止する。 

 以上の発表ほか、Poly DirectorAI の新機能の追加も

発表している。「Poly Studio E70」「Poly Studio X70」

に対応するもので、室内にいる会議参加者の近景を

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja
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ギャラリーモードで表示する「人物フレーミングモー

ド」と呼ぶフレーミング機能が追加される。このモー

ドは 6 月から利用できるようになっている。 

 

■ミロ・ジャパン：「Miro オンラインホワイ

トボード」の日本語ベータ版のリリースを

発表、日本語によるサポートサービスも開

始 
（ミロ・ジャパンブログ：5 月 9 日） 

 ミロ・ジャパン合同会社（https://miro.com/ja/）（東

京都千代田区）は、同社が提供する「Miro オンライン

ホワイトボード」の日本語ベータ版のリリースを発表

した。またサポートサービスの日本語提供も合わせて

開始する。 

 ミロ・ジャパンは、米国・カリフォルニア州サンフ

ランシスコに本社を置く Miro 社の日本法人（2021 年）。

今年 1 月にシリーズ C で 4 億ドルの資金調達を実施し

た。世界で 3,000 万以上のユーザが、フォーチュン 100

企業の 99%が採用しており、日本では英語版でありな

がら TOPIX100 の 50%以上の企業、50 万人以上にす

でに利用されている。 

 ミロ・ジャパンは昨年 11 月に Miro オンラインホワ

イトボードの UI（ユーザーインターフェイス）日本語

化に関する発表を行っていたが、この度 5 月 9 日より

日本語ベータ版の提供を開始した。 

 ベータ版では、正式な日本語 UI の正式リリースの前

に、開発途中の日本語 UI（ボード、ダッシュボード、

設定画面）を試すことができる試験的なバージョンと

なる。同社としては、このバージョンに対しての意見

などフィードバックをもとにさらなる改善を加え、正

式な日本語版をリリースする予定となっている。 

 今後については、予定されている正式版のリリース

の他に、ラーニングセンターや通知、ヘルプセンター

などその他の機能やコンテンツも徐々に日本語化を進

めていくとしている。 

■ドコモ・システムズ：Web 会議「letaria」

の ビ ジ ネ ス プ ラ ス で の 取 扱 開 始 お よ び

「sMeeting」サービス提供終了 
（PRWire：5 月 25 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、同社が提供している資

料共有型の国産 Web 会議「letaria（レタリア）」の NTT

ド コ モ の ビ ジ ネ ス プ ラ ス

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

での取扱いを開始した。それに伴い、Web 会議サービ

ス「sMeeting（エスミーティング）」の新規販売受付

（2022 年 6 月 14 日）およびサービス提供を終了

（2023 年 6 月 30 日）する。 

 ドコモ・システムズは、2010 年より Web 会議市場

に参入し「sMeeting（エスミーティング）」のサービ

ス提供を行ってきたが、昨今、リモートコミュニケー

ションに対するニーズの多様化を踏まえて、sMeeting

の後継サービスとして letaria を開発、2021 年 10 月

よりサービス提供を開始した。 

2010 年 7 月から 11 年間に渡って利用されている

ドコモ公式の Web 会議 sMeeting 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対応する。 

 ビジネスプラスでは、組織人数制限プランで、2ID か

ら申込み・利用ができる。チーム・プロジェクトなど

特定のメンバーとのコミュニケーションを活性化させ

たい組織向けの人数に応じたプラン。組織（グループ）

内で何度でも自由にミーティングを開催することがで

き、組織メンバーなら外部のゲストも含めて 1 ミー

ティングあたり 100 名までの会議を制限なく開催する

ことができる。 

 なお、sMeeting 契約中のユーザは、特典として

sMeeting 契約期間中 letaria の全ての機能を利用人数・

https://miro.com/ja/
https://www.docomo-sys.co.jp/
https://www.docomo-sys.co.jp/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/biz_plus/
https://miro.com/ja/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/biz_plus/
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回数制限なく無料で利用できるようになっている。 

 

  ビジネス動向-国内           

■コーラスコールアジア：企業の IR 活動支援

のトップランナー イー・アソシエイツ社の

買収を完了、新たなサービスや海外進出も

視野に 
（取材：5 月 20 日） 

 コ ー ラ ス コ ー ル ア ジ ア 株 式 会 社

（https://www.choruscallasia.com/）（東京都中央区、

以下 CCA）は、5 月 2 日、企業の IR 活動支援のトップ

ラ ン ナ ー で あ る  イ ー ・ ア ソ シ エ イ ツ 株 式 会 社

（https://www.e-associates.co.jp/）（東京都千代田区、

以下 eA 社）の買収を完了したことを発表した。 

 CCA が eA 社の発行済み株式の 100%を取得するこ

とで、eA 社は CCA の完全子会社となった。また同日

付けで eA 社の新社長には、CCA の代表取締役社長で

ある近藤忠雄氏が就任（CCA 代表取締役社長兼任）。

eA 社の前社長 椎名照雄氏は eA 社の会長に就任した。 

 
CCA 代表取締役社長 近藤忠雄氏（CCA） 

 CCA は、Chorus Call 社（米国）と株式会社日立ハイ

テクのジョイントベンチャーカンパニーとして 2013

年 4 月東京都内に設立。会議サービス（C-Meeting な

ど）の他、ウェビナー配信サービス（Media Frame）、

イベントソリューションなどクラウド型コミュニケー

ションサービスを提供している。その中でイベントソ

リューションは、ウェビナー配信において、企画から、

機材の手配、当日の円滑進行、事後効果測定までのフ

ルサポートに特長がある。加えてニーズに応じて専用

のスタジオも使えるようになっている。 

 「汎用の Web 会議で打ち合わせなどには適している

が、株主説明会など大がかりなイベントをオンライン

で行うのは容易ではない。失敗しないオンラインイベ

ントには運営ノウハウが必須だ。お客様は“発表者”と

“資料”のみ準備すればよく、バックグラウンドで何が

動いているのか気にする必要もない。オンラインで実

施された株主総会などでの実績もある。それが我々の

強みと考えている。」（CCA） 

 eA 社は、IR（インベスターリレーション）に特化し

た、オンライン・オンサイトのイベントリモート配信

を提供するエキスパートカンパニー。設立は 2001 年

3 月。 

企業が発行するアニュアルレポート、株主通信など

の紙媒体や対面でのコミュニケーションがいまだ中心

的であった 2000 年に、それまで外資などでのバン

カーとしての実績を上げてきた椎名照雄氏が、「The 

Cluetrain Manifesto」という書籍で述べられている「市

場の本質は“会話”である」に着想を得、電話会議による

決算説明会の実施、会場での決算説明会のウェブ配信

など、企業と投資家を結ぶ IR 支援サービスをいち早く

立ち上げ、国内市場での先駆けとなった。 

同社が設立と同時に開始した C-Hotline（カンパニー

ホットライン）（https://www.c-hotline.net/）は IR 支

援サービスの肝となるポータルサイト。ここでは、名

だたる企業の決算説明会や株主総会、会社説明会など

のオンラインイベントが多数アーカイブされており、

登録をすればライブやオンディマンド映像を視聴でき

るようになっている。 

2021 年 3 月現在の eA 社の顧客数は 391 社。同社

が手がける IR 説明会は IR 業界トップの約 2,200 件/

年（2020 年度）。「JPX 日経インデックス 400」企業

の半数以上が採用しているという。これまで同社の直

販部隊が顧客を開拓してきた。 

https://www.choruscallasia.com/
https://www.e-associates.co.jp/
https://www.c-hotline.net/
https://www.choruscallasia.com/
https://www.e-associates.co.jp/
https://www.c-hotline.net/
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また、CCA とは CCA 設立当初より IR 電話会議サー

ビス運用において独占的な提携を開始しており、2015

年からは、CCA の Media Frame(前述)を配信プラット

フォームとして活用し画期的な企業のオンライン説明

会のリモート配信を提供してきた。 
CCA が今回 eA 社を買収した背景には、2022 年 4 月

からの東京証券取引所再編など IR 市場を取り巻く変

化がある。公開企業においては今後上場維持のための

継続的努力（IR 活動）が問われ、企業の社会的な存在

意義の証明が必要不可欠になると見られており、株主

との積極的な対話への取り組みがますます重要になっ

てきている。 

 
都内にある CCA 本社オフィスエントランス（CCA） 

CCA によると、このような企業の変化に伴い、IR 支

援サービス提供会社に求められているものは、IR の意

義への深い理解、お客様（企業）ニーズの深い理解と

提案能力、技術面では、会場開催と配信を統合するハ

イブリット型 IR イベントの技術的対応能力に加え、IR

会議の特性に合わせ調整した最適な配信・バーチャル

会議ツールやシステムなどの内製化であり、今回 eA 社

が CCA の傘下に入ることで国内唯一の垂直統合型 IR

支援会社に変容するとしている。 

今後は、オンライン／ハイブリット株主総会の他、

企業のミッションクリティカルなイベント対応の新し

いサービスを予定しているという。また、海外からの

投資家を呼び込んだり、海外企業へ国内のアナリスト

（2000 人）を紹介したり、国内と海外を結ぶ IR 支援

サービスも展開していくとしている。 

「当社のこれまでの実績のあるコミュニケーション

インフラを提供する事業を軸にしつつ、IR を第一弾に

アプリケーションプロバイダーへの脱皮を目指してい

る。」（CCA） 

 

■ブイキューブ：遠隔現場支援システム「V-

CUBE コラボレーション」が NETIS 最高位

の認定「VE」を獲得、6 月末には J-COMSIA

検定クリアの電子小黒板もリリース 
（PRTIMES：5 月 18 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、遠隔現場支援システム「V-CUBE コラボ

レーション」が国土交通省の NETIS（国土交通省新技

術提供システム）において、最高ランクの「VE 評価（活

用効果評価済み技術）」に認定されたと発表。 

 

NETIS（ブイキューブ） 

 V-CUBE コラボレーションは、2017 年 5 月に i-

Construction 推進コンソーシアムで行われたシーズと

ニーズのピッチイベントをきっかけに、東北地方整備

局における実証実験で活用された。その評価結果を受

けて、その有効性を広く建設現場へ伝えるべく、実証

実験を協力して行ったり、りんかい日産建設株式会社

（東京都港区）と共同で NETIS に登録されている。「材

料確認」「段階確認」「立会」などの遠隔臨場をスムー

ズに実現するシステムという。 

 NETIS に登録されている技術は、評価情報の有無や

実績の有無によって登録番号が異なる。今回、V-CUBE

https://jp.vcube.com/
https://jp.vcube.com/
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コラボレーションは、2022 年には NETIS での活用効

果調査件数も 23 件を超えたことで導入実績が評価さ

れ、整備局による継続調査の対象としない（評価の確

定した）技術であると認定され、「-VE」が付与された。

新たな登録番号は「THK-180002-VE」となった。 

 V-CUBE コラボレーションは、6 月末には、遠隔現場

の円滑な支援、建設現場で発生する業務生産性向上を

目指し、電子小黒板機能（V-CUBE コラボレーションの

付随機能として）もリリースする。本機能は建設分野

の情報通信技術を推進する「一般社団法人施工管理ソ

フトウェア産業協会（J-COMSIA）が実施する検定にも

合格しており、改ざん不可機能も実装している。 

 

■ZVC Japan：Zoom のセキュリティとプライ

バシー保護の強化の取り組み状況について

発表 
（PRTIMES：5 月 16 日） 

 Zoom の 日 本 法 人 で あ る ZVC Japan 株 式 会 社

（https://zoom.us/）（東京都）は、Zoom のセキュリ

ティとプライバシー保護の強化の取り組み状況につい

て発表した。 

 同社は、常にすべてのエンドユーザーのプライバ

シーとセキュリティを最優先に考えており、継続的に

全ユーザ向けにセキュリティ機能を強化している。第

三者認証の取得のほか、業界全体でのコラボレーショ

ンの推進、セキュリティコミュニティとの連携、情報

提供の強化、新機能の導入などの施策を実施している。 

 

第三者認証の取得 

 第三者認証は、Zoom のセキュリティプログラムの

土台として必要不可欠と考えている。Zoom は、近年、

以下の認証を新たに取得した。 

（1）SURF（オランダ）による「Zoom Meeting」「Zoom 

Webinar」「Zoom Chat」に関するデータ保護影響評価

（DPIA）。 

（2）Cyber Essential Plus 認証の取得。 

（3）「Zoom for Government」が米国防情報システム

局（DISA）から国防総省インパクトレベル 4（DoD IL4）。

（4）ドイツ連邦情報セキュリティ庁から CC 評価保証

レベル 2（v3.1 rev.5）の認証を取得。 

（5）ISO/IEC 27001-2013 認定を取得し、さらに SOC 

2 および HITRUST の要件を達成。 

 

業界全体でのコラボレーション 

 一方、業界全体でのコラボレーションにおいては、

全世界から専門的な知識と技能を集め、情報に基づい

てセキュリティに関するイノベーションを起こし、潜

在的な脅威を特定するためのプログラムを複数立ち上

げた。そららには、CISO 評議会や、国民保険サービス

（NHS）を支援するデータセキュリティおよびデータ

保護（DSP）ツールキットの開発が含まれる。加えて、

信頼性の高いネットワークとサービスを提供している

ドイツテレコムとの共同ソリューションである「Zoom 

X powered by Telekom」や、米国連邦政府向けに設計

されている「Zoom for Government」もある。 

Zoom for Government は、256-bit AES-GCM 暗号化

に加え、エンドツーエンド暗号化（E2EE）をサポート

しているほかに、以下の認証や許可を取得している 

（1）FedRAMP Moderate 認定（2019 年 2 月） 

（2）Zoom Meetings について、米空軍における国防 

総省インパクトレベル 4（DoD IL4）の条件付き使用許

可（ATO-C）（2021 年 6 月）。 

（3）米国国防情報システム局から DoD IL4 の暫定認

証（2022 年 3 月）。 

（4）刑事司法情報サービス（CJIS）（2022 年 1 月）。 

（5）HIPAA 認証（2021 年）。 

 

セキュリティコミュニティとの連携 

 Zoom は自社のソリューションやインフラに対して

日々セキュリティ試験を実施するだけでなく、独自の

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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バグ報奨金プログラムを通じて世界中の優秀なセキュ

リティ研究者に投資しているという。エシカルハッキ

ングソリューションプロバイダーである HackerOne

のプラットフォームで実施されているこのプログラム

では、800 人以上のセキュリティ研究者を採用し、数々

のバグ報告書が提出されており、プログラム開始以来

240 万ドル以上の報奨金が協力者へ支払われている。

2021 年だけでも Zoom は 401 件の報告を受け、180

万ドル以上の報奨金を授与した。 

 

「トラストセンター」「ラーニングセンター」による

情報提供の強化 

 Zoom は、コンプライアンス、プライバシー、安全性、

セキュリティに関する情報を取りそろえ提供する「ト

ラストセンター」を立ち上げた。ここでは、コンプラ

イアンス、企業統治、プライバシー、セキュリティ、

信頼性、安全性に関する詳細な情報などが掲載されて

いる。また、Zoom を最大限に活用するための無料コー

スを提供するラーニングセンターを導入した。ユーザ

は、「Zoom セキュリティ基礎」のトレーニングを受講

し「セキュリティチャンピオン」のバッジを獲得する

ことができる。 

 

セキュリティとプライバシーに関する新機能 

 セキュリティ機能強化の一環として、近年では

Zoom クライアントの自動アップデートなどを提供し

ている。自動アップデートは、ユーザが重要なセキュ

リティ修正プログラムやその他の機能を取り入れ、

Zoom プラットフォームのエクスペリエンス全般を改

善するために役立つという。 

 まもなく利用可能になる機能としては、年内にリ

リース予定の「Bring Your Own Key(BYOK)機能がある。

加えて、今年の後半には「Zoom Phone」に Zoom 独自

のエンドツーエンド暗号化（E2EE）機能がクライアン

トでの一対一のアカウント内通話で利用できるように

なる。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■オンライン営業でも売上をグンと伸ばす 

「動画とコミュニケーションツール」の活用術 

日時：6 月 14 日（火）11:00〜12:00 

会場：オンライン（Zoom ウェビナー） 

主催：株式会社 LOCUS／株式会社パルケ（共催） 

詳細・申込：https://parque.io/posts/webinar220614 

 
■miro next Japan 

明日のチームに、新しい働き方を。 

日時：6 月 16 日(木)13:00〜15:00 

会場：オンライン、COREDO 室町テラス３階 室町三井ホー

ル 

主催：ミロ・ジャパン合同会社 

詳細・申込：https://mironext.eventcloudmix.com/ 
 

■ブイキューブセミナー情報（6 月） 

「防災 DX で意思決定のスピードと質を向上！」「働き方

改革を加速！ ワークブースの選び方」「従業員エンゲージ

メントを高める働き方」「実演！ライブ配信・ビデオ通話

アプリ開発」「メタバース×Web 講演会」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（6 月） 

「Webex Meetings : 基本」「Webex Webinars : 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。 

https://parque.io/posts/webinar220614
https://mironext.eventcloudmix.com/
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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 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 URL で閲覧できます。 

https://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm 
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