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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.15 2022 年 8 月 15 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■H2L：文祥堂と H2L、リモートワークのコ

ミュニケーション課題の解決に向けて、遠

隔ホログラム装置「HoloD」の新製品を共同

で開発 
（PRTIMES:8 月 4 日） 

 株式会社文祥堂（https://www.bunshodo.co.jp/）（東

京都中央区）と H2L 株式会社（http://h2l.jp/）（東京

都港区）は、遠隔ホログラム装置「HoloD（ホロディ）」

を共同で開発し、8 月 9 日から販売を開始する。 

 

HoloD 使用イメージ（H2L） 

HoloD は、リアルサイズで人を投影することにより、

対面の会話で得られる空気感やニュアンスが伝えられ、

これまでと違った遠隔コミュニケーションを体感でき

るという。本体は、専用のキャリーケースに納まるコ

ンパクト設計で、Web 会議のセッティングが苦手な方

もすぐつながれるようになっている。 

 両社は、昨今のリモートワークで用いられる Web 会

議やチャットツールでは、それまでの対面でのコミュ

ニケーションを保管できているとは言い難く、これら

の問題が発生していると指摘する。 

 そこで、リモートワーカーを 1/1 の実寸サイズで透 

 

 

過ホログラムに投影し、遠隔地をつなぐシステムであ 

る HoloD は、言葉のニュアンスを伝えたい、カメラの

映り方を気にせず Web 会議したい、複雑な設定や操作

無しで簡単につながりたい、仕事でもっと充実したコ

ミュニケーションを取りたいといったリモートワー

カーのニーズに応えた新しい遠隔コミュニケーション

を実現する。 

 また、HoloD は、投影する映像について、Web カメ

ラの映像か自分のアバターかを選ぶことができるとい

う。アバターは自分の顔をモデルにしたもので、リモー

トワーカーの頭や口の動きを再現する。アバターの利

用によって、身だしなみを気にすることなく相手とつ

な が る こ と が で き る 。 将 来 的 に は 、 H2L の

「BodySharing」技術を応用して、アバターに体の動き

を伝えることを目指すという。 

 HoloD は「働く」の新しい体験を大切にしていると

いう。1 週間の無料体験を提供している。 

 

■ZVC Japan：エンドツーエンド暗号化を

Zoom Phone とブレイクアウトルームに拡

張 
（PRTIMES：8 月 2 日） 

  ZVC Japan 株式会社（https://zoom.us/）（東京都千

代田区）は、エンドツーエンド暗号化（E2EE）を「Zoom 

Phone」とブレイクアウトルームに拡張したと発表。 

 Zoom Phone での E2EE は、Zoom アカウントを持つ

ユーザ間の 1 対 1 通話中のみに適用される。また両方

の通話者は、Zoom Phone デスクトップまたはモバイ

ルクライアントを使用する必要がある。なお、PSTN（一

般回線）はサポートされていない。また、両方の発信

https://www.bunshodo.co.jp/
http://h2l.jp/
https://zoom.us/
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者は、自動通話録音をオフにする必要がある。 

 

E2EE 設定の画面（ZVC Japan） 

 

 
E2EE 設定の画面（ZVC Japan） 

エンドツーエンド暗号化（E2EE）を使用する場合、

まずアカウント管理者が、事前にウェブポータルを介

して E2EE をオンにする必要がある（オプション）。そ

して実際に通話している最中に「その他」を選択する

と、E2EE が適用された通話セッションに変更するオプ

ションが表示される。そこで暗号化を選択すると有効

化されるようになっている。 

E2EE を有効化すると、発信者と受信者のデバイスの

みが知っている暗号キーを使用することで通話が暗号

化される形となっている。加えて、ユーザはお互いに

独自のセキュリティコードをやりとりすることで、

E2EE の状態を確認することも可能だ。 

 また、Zoom ミーティングには、参加者をグループ分

けしてより小規模のディスカッションが行えるブレイ

クアウトルーム機能も提供されている。このブレイク

アウトルーム機能にも今回 E2EE を使用することが可

能になった。E2EE はブレイクアウトルーム独自に暗号

化キーを取得する形になる。 

 Zoom 社では、Zoom Phone とブレイクアウトルー

ム用の E2EE、アカウント盗難防止ツール、自動更新な

ど誰もが高度なセキュリティを利用できるように努め

ているという。同社のシームレスで革新的なユーザー

インターフェイスは強力なセキュリティの仕組みと相

反するものではないとしている。 

今後も企業や組織がストレスのないビデオ環境で

チームを 1 つにまとめ、より大きな成果を上げられる

ようお客様を支援していくとしている。 

 

■vroom：アバターによるミーティングサー

ビス「vroom」のβテスト版リリース 
（PRTIMES:8 月 1 日） 

vroom（https://corp.v-room.co.jp/）（東京都町田市）

は、アバターによるミーティングサービス「vroom」の

βテスト版（https://v-room.co.jp/）をリリースした。 

 

vroom イメージ（vroom） 

  vroom は、アバターにユーザの表情を反映すること

で、顔を映さずに感情を伝えることができる Web ミー

ティングサービス。一般的なスマートフォンやパソコ

ンのブラウザ上で利用することができる。 

アバターの利用に特化しているため、従来のオンラ

インミーティングのようなカメラの映像は表示されな

い。 

 仕組みとしては、スマートフォンのカメラや Web カ

メラから映像を認識し、通話相手には顔の座標情報の

https://corp.v-room.co.jp/
https://v-room.co.jp/
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み送信され、その情報をアバターに反映している形。

カメラで撮影した映像は通話相手に送られることがな

いため、相手に顔や部屋の映像を見せたくない時にも

安心して利用できるという。 

 

アバターのカスタマイズも可能（vroom） 

 アバターは、サービス内で数種類の髪型や服装など

からカスタマイズすることができる。ユーザがアバ

ターを用意する必要はない。 

基本使用料は無料で、βテスト終了後も無料で利用

できるが、正式版では新たに有料プランを追加する予

定。また、現状βテスト版では連続での利用時間が 24

時間までとなっているが、正式版リリース後、無料プ

ランは制限時間を 1 時間程度に制限するという。 

 vroom は、2022 年 3 月 31 日設立。アバターミー

ティング事業、メンタルヘルス事業などを展開する。 

  

■ブイキューブ：大阪堂島アンバサにある、

オンラインセミナー・イベント配信専用ス

タジオ「ROYAL STUDIO」をリニューアル

オープン 
（8 月 8 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、8 月 1 日から、大阪市内堂島アンバサ

（大阪市北区）にて、オンラインセミナー・イベント

配信専用スタジオ「ROYAL STUDIO（ロイヤルスタジ

オ）」（https://jp.vcube.com/eventdx/royal）を拡大移

転したことを発表した。 

 
大阪市内堂島アンバサにある ROYAL STUDIO（ブイキューブ） 

 ROYAL STUDIO は、事前準備から当日の配信まで専

門スタッフによる技術面と運用面でのサポートによる

高品質な配信が可能な専用スタジオ。 

 ブイキューブは、東京 白金高輪にも配信スタジオ

「 PLATINUM STUDIO 」

（https://jp.vcube.com/eventdx/platinum）も運営して

おり、東京のみならず関西圏でも多数の問い合わせ、

配信件数の増加にともない、拠点を拡大し、より多く

のお客様のニーズに対応できるよう今回拡大移転する

に至った。 

 ROYAL STUDIO の特徴としては以下のとおり。 

（1）4 駅からアクセス利用可、いずれも徒歩 10 分

で登壇者にも来ていただきやすい好立地である。 

（2）映画館や音楽スタジオで採用される遮音性能を

持つ壁材を採用。会議室やホテルでは実現できない安

定した環境を実現している。 

（3）クロマキー合成機器、グリーンバック、リモー

トコントロールカメラが、大スタジオ、中スタジオに

常設されている。セミナー配信で、スライドを映す、

映像と合成する、など多様な撮影内容に対応すること

が可能となっている。 

（4）帯域保証の高速インターネット回線を全部屋で

利用可能となっている。予備回線も帯域保証となって

おり、安定した環境で配信を実現している。 

https://jp.vcube.com/
https://jp.vcube.com/eventdx/royal
https://jp.vcube.com/eventdx/platinum
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（5）VIP や外部ゲスト登壇も想定し、スタジオだけ

でなく控室にも高級感のあるデザインを採用している。 

 ブイキューブは今後も、高品質なサポートで企業の

オンラインビジュアルコミュニケーションを支援して

いくとしている。 

 

  導入利用動向-国内           

■大鵬薬品：ビデオ会議ソリューション「ロ

ジクール会議室ソリューション Microsoft 

Teams Rooms 用」を本社 21 部屋に導入、

Web 会議の効率化と社内の DX を推進 
（8 月 4 日） 

 株式会社ロジクール（https://www.logicool.co.jp/ja-

jp ） （ 東 京 都 港 区 ） は 、 大 鵬 薬 品 工 業 株 式 会 社

（https://www.taiho.co.jp/）（東京都千代田区）がエン

タープライズ向け・主力 Web/ビデオ会議ソリュー

ション「ロジクール会議室ソリューション Microsoft 

Teams Rooms 用 」 （ https://www.logicool.co.jp/ja-

jp/products/video-conferencing/room-solutions.html ）

を導入したことを発表した。 

 大鵬薬品は 1963 年に設立された大塚グループ傘下

の製薬企業。医療用医薬品とコンシューマーヘルスケ

アの 2 つの分野でグローバルに事業を展開している。

同社では、対面を中心とする会議から Web 会議中心の

スタイルへと変革を進めていた。ただ、カメラ、マイ

ク・スピーカーを会議のたびにキャビネットから取り

出し、設置と片付けを行っていたため、会議の前後に

余計な時間と手間がかかっていた。また、設置時はケー

ブルの接触不良、片付けの際も収納する場所の間違い

や紛失などが起きるなどのトラブルもあった。さらに

は、利用していたシステムの音声品質に問題があり、

会議中に音が割れたり途切れたりして、聞き取りづら

いことも課題となっていた。 

 
大鵬薬品での利用シーン（ロジクール） 

 そこで大鵬薬品は 2021 年 9 月の本社移転を見据え

て、時間を無駄にしないスムーズな会議運営とトラブ

ル削減、音声品質の向上を目指し、本社 21 部屋に、そ

れぞれの部屋のサイズに応じた「Rally Plus」「Rally Bar」

「MeetUp」「Tap」を導入した。加えて、デバイス管

理ソフトウェア「Sync」のほか、Microsoft Teams 

Rooms 用に設定された部屋であっても、PC にインス

トールされている他の Web 会議アプリケーションを

活用できる「Swytch」も活用している。 

 同社の情報システム部によると、準備と片付けの手

間がなくなったことが最大のメリットという。また、

以前のようにトラブルが起きて電話で呼び出されるこ

ともなくなったという。 

従業員からは、「前準備の必要なく tap をタッチす

るだけで会議を始められるので、会議により集中でき

るようになった」「会議室を予約すれば自分の PC を持

ち込むことなく Tap をワンタッチするだけで会議を行

えるので便利」「Rally Plus や Rally Bar の高品質なマ

イク・スピーカーとカメラで、広い会議室でも円滑に

会議運営ができるようになった」などの高い評価を得

ている。 

 まずは利用促進を図り本社導入の効果を見定めた上

で他の拠点にも展開し、全社的な一層の業務効率化に

活用したいとしている。 

 

 

 

 

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.taiho.co.jp/
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions.html
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■FWD 生命：ベルフェイスと FWD 生命、コー

ルセンターや募集代理店のサポートにて

「bellFace」の活用を開始 
（8 月 8 日） 

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

（ 東 京 都 港 区 ） と FWD 生 命 保 険 株 式 会 社

（https://www.fwdlife.co.jp/）（東京都港区）は、FWD

生命のコールセンターや募集代理店のサポートにて

「bellFace」の活用を開始する。 

活用では、bellFace のスマホ画面サポート機能を使

う。お客様が操作しているスマートフォンの画面をオ

ペレーターが確認することができるようになる。 

 
スマホ画面サポート機能の概要（bellFace） 

 FWD 生命はお客様のスマートフォンを利用して申

し込み手続きを行う「モバイル・ペーパーレス」を昨

年導入している。昨今のコロナ禍の影響により募集代

理店、お客様のオンライン面談のニーズの高まりを受

け、bellFace の試験導入を開始した。 

お客様がスマートフォンでも簡単に接続でき、従来

の電話のみのコミュニケーションに視覚情報が加わる

ことで、よりスムーズで適切なフォローが可能になる。

加えて、アプリのインストールが不要であるなど、お

客様に負担をかけることなく利用できるとしている。 

 また、FWD 生命のコールセンターへの導入も試験的

に開始している。募集代理店からのさまざまな問い合

わせに対し、事前インストールなく即時接続ができ、

電話をつないだまま資料共有・画面共有を行いながら

説明ができる。従来以上にわかりやすく効率的なサ

ポートによって募集代理店の満足度も向上させること

ができる。 

なお、募集代理店が bellFace のスマホ画面サポート

機能を活用し、モバイル端末における申込み手続きの

サポートを実施するのは業界初という。 

 

■ソースネクスト：会議室用 360°web カメ

ラ「Meeting Owl」がプログラミング教室の

ハイブリット授業ツールとして採用 
（8 月 8 日） 

 ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社

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

会議室用 360°web カメラ「Meeting Owl Pro（ミー

ティングオールプロ）」がキッズ・プログラミング株

式会社（https://kidsprogram.co.jp/）（東京都荒川区）

が運営する「キッズ・プログラミング教室 KIDSPRO」

にて採用されたと発表。 

 

キッズ・プログラミング© SOURCENEXT CORPORATION 

 Meeting Owl Pro（https://meetingowl.jp）は、360

度カメラとエコーキャンセリングマイク、スピーカー

を搭載した会議用 web カメラ。360 度カメラが全体を

映し出すとともに、AI が声や動きを 360 度の広範囲で

認識し、発言者に自動フォーカスする。セッティング

も簡単で、瞬時に生徒が授業に没頭できる環境を実現

する。 

 キッズ・プログラミングでは、コロナ禍の影響で、

これまで教室で行っていたプログラミング授業を、オ

ンライン形式やハイブリット形式でも実施するように

なった。ハイブリット形式の授業では教室にいる生徒

とオンライン参加の生徒の間で温度差が生じていたが、

本製品を使用し、授業を活性化させるだけでなく一体

https://corp.bell-face.com/
https://www.fwdlife.co.jp/
https://www.sourcenext.com/
https://kidsprogram.co.jp/
https://meetingowl.jp/
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感のある授業を実現するために導入された。8 月 8 日

より利用開始。 

 
Meeting Owl Pro © SOURCENEXT CORPORATION 

 キッズ・プログラミングによると、試用期間に授業

で導入してみたところ、発言者に自動フォーカスし誰

が話しているのか表情までわかるため、オンラインで

参加している生徒からも好評だったという。 

 また、オンライン授業中はパソコンの前から離れら

れないと思っていたが、Meeting Owl Pro はカメラが

広角で画質が良く、パソコンの前から移動してもカメ

ラが追ってくれるところも良いという。 

本製品は米国 Owl Labs 社製品。世界中 6 万社以上

での導入実績がある。国内では 2020 年からソースネ

クストが独占販売を手がけ、2022 年 2 月には累計出

荷台数（サンプル等を除く）が 2 万台を突破した。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■Zoom/Microsoft Teams を使ったビデオ会議の１歩進んだ

有効活用方法～Rooms 簡単ご紹介～ 

日時：8 月 24 日(水) 15:00～15:40 

会場：オンライン 

主催：リコージャパン株式会社 

協賛：株式会社プリンストン 

詳細・申込：
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/19745#/ 

■Zoom Rooms & Neat 体験会 In 広島・福岡 

日時：9 月 8 日（木）9:00-18:00（広島） 

9 月 9 日（金）9:00-18:00（福岡） 

会場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前（広島）/ 

日商エレクトロニクス九州支社(福岡） 

主催：日商エレクトロニクス株式会社/ 

ZVC Japan 株式会社/Neatframe Ltd 

詳細・申込： 
https://zoom.nissho-ele.co.jp/event/zoom-rooms-in-hiroshima-

fukuoka.html 

 

■ブイキューブセミナー情報（8 月～9 月） 

「メタバース“裏側”体験ツアー」「通話・配信 SDK 勉強

会」「働き方改革を加速！ ワークブースの選び方」「エン

ジニア新人研修を大公開！ビデオ通話・ライブ配信アプリ

作ってみた」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（8 月～9 月） 

「~成功も失敗も本音で語り尽くす~ なぜ、シスコ はハイ

ブリッドワークを全世界で導入したのか？」「Control 

Hub：セキュリティ」「オンラインイベント開催の敷居は

高くない。マーケティング活動にマルっと役立つ Webex 

Webinars のご紹介」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

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/19745#/
https://zoom.nissho-ele.co.jp/event/zoom-rooms-in-hiroshima-fukuoka.html
https://zoom.nissho-ele.co.jp/event/zoom-rooms-in-hiroshima-fukuoka.html
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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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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