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  製品・サービス動向-国内              

■NEC ネッツエスアイ：「Zoom Phone」

（Native モデル）における固定電話番号

（0ABJ）の提供を開始 
（10 月 4 日） 

 NEC ネ ッ ツ エ ス ア イ 株 式 会 社

（https://www.nesic.co.jp/）（東京都文京区）は、Zoom 

Video Communications 社（https://zoom.us/）（米国・

カリフォルニア州）と「Zoom Phone」の新サービスに

関するリセラー契約を締結し、「Zoom Phone」（Native

モデル）において、固定電話番号（0ABJ）の提供を 10

月 4 日より開始する。 

 Zoom 社が提供する Zoom Phone は、使いやすさと

サービス品質で高い評価を受けている企業向け音声ク

ラウドサービス。この度ラインナップ拡充にて、Zoom

社の顧客認証プロセスにより地域番号の割り当てを受

けることができたお客様は、新たに Zoom Phone にお

いて固定電話番号による電話の発着信が可能となる。

また、電話交換機などの設備が不要なため、お客様の

電話システム管理や運用負荷の低減が可能となってい

る。加えて、契約単位の最小単位が低く設定されてい

るため、企業規模を問わず幅広いお客様に提供が可能

となっている。 

 NEC ネッツエスアイでは、これまでに PBX を使った

音声システムの構築を数多く手がけてきた。この豊富

な実績とノウハウを活かすことで、場面を問わず提案

から構築、サポートまで一貫して提供することが可能

という。同社は、今後も DX 事業ブランド「Symphonict」

のもと、各種クラウドサービスや既存システムとの連

携を進め、業務プロセスとコミュニケーションの融合

による企業の DX 化に貢献していくとしている。 

  

 

■エイネット：Web 会議「Lite FreshVoice」

を大幅に機能強化、会議動画の音声を認識

して自動で字幕を付加 
（PRTIMES：10 月 13 日） 

 エイネット株式会社（https://www.anets.co.jp/）（東

京都千代田区）は、マルチデバイス対応の Web 会議シ

ステム「Lite FreshVoice」（ライトフレッシュボイス）

に、音声を認識して自動で字幕を付加する機能等を装

備するなど、大幅に機能を強化した新バージョンを公

開した。 

 

Lite FreshVoice（エイネット） 

 Lite FreshVoice は従来よりクラウド上の録画データ

からのテキスト変換を可能にすることで、リアルタイ

ムでの字幕表示のみの他の多くの Web 会議システム

に対して、大きなアドバンテージとなってきたという。 

 今回のバージョンアップによって、その機能をさら

に強化。録画データの音声を認識し、動画に自動的に

字幕を付加することが可能になった。これにより、他

の操作を一切行うことなく、字幕付きの議事録動画を

残すことが可能となっている。テキスト変換には、AI

による音声・テキスト変換テクノロジ「Google Cloud 

Speech-to-text」を活用しているという。 

 LiteFreshVoice は任意の会議室名を付けた URL を設

https://www.nesic.co.jp/
https://zoom.us/
https://www.anets.co.jp/
https://www.nesic.co.jp/
https://zoom.us/
https://www.anets.co.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              2/6                     Vol.24 No.19 October 15th, 2022 
 

 

定し、相手にそれを伝えるだけで、テレビ会議を行う

ことが可能になる、超簡単操作の本格的 Web 会議シス

テム。 

参加者は URL をクリックするだけで、スマートフォ

ン、タブレット、PC 等、使用するデバイスを問わず、

1 対 1 通話や複数拠点での Web 会議に参加すること

ができる。WebRTC 技術による SFU 方式によって高い

経済性と安定性を実現。また、国内では最も長い歴史

を持つ Web 会議システムの一つである「FreshVoice」

で培った充実したサポート体制を提供している。 

 価格（税込）は、1 同時開催で 16,500 円/月、2 同

時開催が 23,100 円/月、3 同時開催が 46,200 円/月と

なっている。URL は会議室の数、ID は管理者の数。会

議室数の変更、管理者の増加も可能。最大同時開催数

は無制限となっている。また、最大発行 ID 数は 1,000ID

までとなっている。 

  

■RevComm：オンライン商談の生産性を向

上させる「MiiTel for Zoom」新機能をリリー

ス 
(PRWire：10 月 3 日) 

 株 式 会 社 RevComm

（https://miitel.revcomm.co.jp/jp/）（東京都渋谷区）

は、AI 搭載オンライン商談解析ツール「MiiTel for 

Zoom」に、全ての文字起こし結果の検索が可能となる

機能など新機能をリリースした。 

 

MiiTel for Zoom 画面例（RevComm） 

 
文字起こし結果からキーワードの検索も可能に

（RevComm） 

 これまで、タイトル・参加者名・タグ付けなどから

商談の検索が行えたが、それらに加え、商談の中で話

された内容の文字起こし結果（音声認識結果）から、 

キーワードを検索することも可能になった。 

 加えて、会議ダッシュボード（ベータ版）において、 

総計値だけでなく、トピック、応対メモ、キーワード

ごとの出現率も表示し、絞り込みも可能になった。 

 
会議ダッシュボード画面例（RevComm） 

 レブコムでは 2022 年 7 月に MiiTel for Zoom をリ

リースして以降、オンライン商談における利用者の利

便性を高め、生産性向上に貢献するためにはどのよう

な機能が必要かを日々検討している。今回、「振り返

るべき商談の検索をもっと効率よく行いたい」「オン

ライン会議全体の傾向を掴みたい」といったリクエス

トを受け、検索機能およびダッシュボードのアップ

デートを行った。 

 今後も、ユーザ単位での集計が可能となるダッシュ

ボード機能の追加を予定しており、オンライン商談の

https://miitel.revcomm.co.jp/jp/
https://miitel.revcomm.co.jp/jp/
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進め方についてより詳細な分析ができるようになると

いう。 

 

  ビジネス動向-国内             

■Neatframe：ノルウェー生まれのビデオ会

議デバイスのブランド、Neat が「2022 年

度グッドデザイン賞」を受賞 
（PRTIMES：10 月 7 日） 

 Neatframe 株式会社（https://neat-japan.com/）（東

京都港区）は、持ち運びができるビデオ会議デバイス

「Neat Frame」が、この度 2022 年度グッドデザイン

賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞

したと発表。 

 
グッドデザイン賞 2022（Neatframe） 

 

相手とアイコンタクトできる縦型デザイン（Neatframe） 

 今回のグッドデザイン賞の受賞は、国際的なデザイ

ン賞である、レッドドッドデザインアワード 2022 ベ

ストオブザベストの受賞に続き 2 度目になる。 

 Neat Frame は持ち運びできるビデオ会議デバイス

として、縦型画面であるにもかかわらず重量バランス

が良く、不安定さを感じない、置き場所を選ばない、

裏面まで美しくデザインされ、奇をてらわないスッキ

リとしたデザインが高く評価されたという。 

 同社では、今回の受賞を契機にデザイン性に優れた

Neat Frame の販売拡大を図り、新しい働き方にあった

オフィスにマッチする、新しいミーティングの在り方

を関係パートナーとともに積極的に提案していくとい

う。 

※グッドデザイン賞 掲載ページ： 

https://www.g-mark.org/award/describe/53491 

 

■Vonage Japan：Vonage とアルサーガパー

トナーズが国内企業に堅牢かつカスタマイ

ズされた DX ソリューションを提供 
（PRTIMES：10 月 12 日） 

 Vonage Japan 合 同 会 社

（https://www.vonagebusiness.jp/）（東京都中央区、

ボネージジャパン）は、アプリや Web サービスの開

発・設計を専門事業とするアルサーガパートナーズ株

式会社（https://www.arsaga.jp/）（東京都渋谷区）と

提携し、包括的かつカスタマイズされたテクノロジー

ソリューションの提供を通じて、国内企業のイノベー

ションを支援する。 

 アルサーガパートナーズは、DX を活用した戦略的コ

ンサルティングから、開発、運用までのワンストップ

サービスを提供しており、昨今では、音声やビデオな

どさまざまなコミュニケーションチャネルを活用した

システム開発プロジェクトの要望も受けているという。

Vonage 社との提携は、アジャイルな開発に貢献する広

範なコミュニケーション API ソリューションをお客様

に提供する上で非常に重要であり、今後とも協業を継

続していけることを期待していると同社では説明して

いる。 

 両社協業の一例としては、三菱地所株式会社（東京

都千代田区）の 100％子会社として 2021 年 4 月に設

立された WELL ROOM 株式会社のヘルスケア関連の

事例がある。同社は、Vonage 社のコミュニケーション

https://neat-japan.com/
https://www.g-mark.org/award/describe/53491
https://www.vonagebusiness.jp/
https://www.arsaga.jp/
https://neat-japan.com/
https://www.vonagebusiness.jp/
https://www.arsaga.jp/
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プラットフォームを基に、アルサーガパートナーズが

開発と運用サポートを担当したソリューションを運用

することにより、外国人従業員を雇用する企業向けに、

多言語対応のヘルスケアサービスを提供している。 

WELL ROOM では、将来的には、サービスを企業に

所属する従業員だけでなく、個人の外国人全体にも広

げていきたいと考えているという。そのためには、ど

こからでも相談できるビデオ通話システムが不可欠で

あり、セキュリティを確保しながら高品質なビデオと

音声のやり取りができる Vonage Video API に期待を

寄せている。 

 Vonage Japan は、クラウドコミュニケーションのグ

ローバルリーダーである Vonage Holdings 社の日本法

人。 

 

  ビジネス動向-海外           

■シスコシステムズ：Microsoft Teams で、シ

スコシステムズ社とマイクロソフト社提携、

シスコデバイス Teams 認定へ、Teams を

デフォルトに設定するオプションも提供 
 （プレスリリース、Webex Blog：10 月 12 日） 

 シ ス コ シ ス テ ム ズ 社

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html ）（米

国 ・ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 ） と マ イ ク ロ ソ フ ト 社

（https://www.microsoft.com/ja-jp/）（米国・ワシン

トン州）は、「Microsoft Teams」に関して、顧客によ

り多くの選択肢を提供する新しいパートナーシップを

発表した。Webex Blog（https://blog.webex.com/）（10

月 12 日）によると、ユーザの 85%が毎日複数の会議

プラットフォームを使用しているという。 

 この提携により、2023 年の前半には、シスコシステ

ムズ社とマイクロソフト社は、デフォルトエクスペリ

エンスとして Microsoft Teams のオプションを使用し

て、Microsoft Teams 認定の「Cisco Room and Desk」

デバイスで Microsoft Teams をネイティブに実行する

機能を提供する。また、Teams ユーザは Cisco デバイ

スの音声やカメラなどに搭載されている機械学習や AI

を活用することもできるようになる。シスコシステム

ズ社は初めて「Certified for Microsoft Teams」プログ

ラムのパートナーになる。 

 
Cisco デバイスによる Microsoft Teams 会議のイメージ

（Cisco Systems） 

 2023 年初頭までに認定される予定のデバイスの第

一弾には、「Cisco Room Bar」「Cisco Board Pro （55

インチおよび 75 インチ）」「Cisco Room Kit Pro」が

含まれ、それぞれ小規模、中規模、大規模の会議室ス

ペースに対応する。そして、「Cisco Desk Pro」と「Cisco 

Room Navigator」が続く。ユーザは、Microsoft Teams 

Rooms をデフォルトのエクスペリエンスにするオプ

ションを利用できる。これらのデバイスでは、ユーザ

が現在利用している全ての機能を備えた Webex ミー

ティングへの参加を引き続きサポートする。 

 またカメラやヘッドセットといった周辺機器では、

まずインテリジェント USB 対応 Web カメラである

「Cisco Desk Camera 4K」が 2022 年 10 月末までに

は提供開始され、その後、2023 年初頭には、Teams ボ

タンを搭載した 2 つのヘッドセット（「Cisco Headset 

320 Series」「Cisco Headset 720 Series」）が提供

開始の予定となっている。 

 なお、認定された全てのデバイスは、「Teams Admin 

Center」「Teams Rooms Pro Management Portal」

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.microsoft.com/ja-jp/
https://blog.webex.com/
https://www.microsoft.com/ja-jp/
https://blog.webex.com/
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「Cisco Control Hub」デバイス管理で管理できるよう

になっている。これは IT 管理者がリアルタイムのトラ

ブルシューティング、分析、ワークスペースの最適化

（温度、空気の質、占有率など）、ユーザとデバイス

の管理などの機能を活用できることを意味する。 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■Zoom と Microsoft Teams の会議で、期待を超える、よ

り良い会議体験を～Neat デバイス活用ウェビナー 

日時： 

第 1 回目：10 月 20 日（木）17:00～17:30 

第 2 回目：10 月 21 日（金）12:00～12:30 

会場：オンライン 

主催：Neatframe 株式会社 

詳細・申込：https://neat-japan.com/n/n1aa3eb4c1c6a 

 
■Zoom や Microsoft Teams を使ったビデオ会議の１歩進

んだ有効活用～Rooms 簡単ご紹介～ 

日時：10 月 26 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/21032#/ 

 
■Microsoft + Poly ジョイント セミナー「All Together 

Meeting Equality すべてを共に、公平に」 

日時：10 月 26 日（水） 15:00～17:00 

会場：日本マイクロソフト 品川オフィス 

主催：日本マイクロソフト株式会社、Poly (Plantronics & 

Polycom) 

詳細・申込：

https://connect.poly.com/PolyMicrosoftJointSeminar2022

OctLive.html 

 

 

■Deltapath Ascend 2022 

日時：10 月 27 日(木)Enterprise Day 

10 月 28 日(金)Healthcare Day 

会場：東京ミッドタウンホール＆カンファレンス 

主催：Deltapath 

詳細・申込：https://jp.deltapath.com/deltapath-ascend-

conference-2022/ 

 
■Schema（スキーマ）by Figma 

日時：11 月 2 日 (水) 12:00～18:00 

会場：東京都内 

主催：Figma Japan 株式会社 

詳細・申込：https://schematokyo.splashthat.com/ 

※世界 3 都市(東京、ニューヨーク、 ロンドン)で開催。 

 
■Inspire Japan 2022 TOKYO 

世界標準を日本へ、次世代 DX 展 

日時：11 月 10 日（木）10:30～17:00 

会場：東京ミッドタウン B1F 東京ミッドタウンホール 

主催：TD SYNNEX 株式会社 

詳細・申込：https://www.synnex.co.jp/inspire2022/ 

 
■ブイキューブセミナー情報（10 月～11 月） 

「0 からの通話・配信 SDK 入門講座」「メタバース×Web

講演会」「ぷらっとオフィス見学 Days！ Web 会議歴 10

年以上の職場とは」「最先端 3D 合成 スタジオ体験ツ

アー」「テレワーク時代のオフィス移転で押さえるべき 3

つのポイントとは」など 

会場：オンライン／オンデマンド、東京、大阪 

主催：株式会社ブイキューブ 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 
 

 

（次ページへ続く） 

 

 

 

 

 

 

https://neat-japan.com/n/n1aa3eb4c1c6a
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/21032#/
https://connect.poly.com/PolyMicrosoftJointSeminar2022OctLive.html
https://connect.poly.com/PolyMicrosoftJointSeminar2022OctLive.html
https://jp.deltapath.com/deltapath-ascend-conference-2022/
https://jp.deltapath.com/deltapath-ascend-conference-2022/
https://schematokyo.splashthat.com/
https://www.synnex.co.jp/inspire2022/
https://jp.vcube.com/event/all
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■Webex Meetings 関連ウェビナー（10 月～11 月） 

「今月の Webex アップデート活用方法(42.10)」「Webex

を使った売上を伸ばす秘訣」「Webex Webinars｜カッコい

い招待登録の作り方。ちょこっとの設定でイベントの内容

に匹敵する招待登録画面を仕上げる！」など（録画も視聴

できます） 

会場：オンライン／オンデマンド 

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 URL で閲覧できます。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CNAレポート・ジャパン 2022年10月15日号おわり 

ホームページ: https://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 
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