
CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              1/8                     Vol.24 No.20 October 31th, 2022 
 

 

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.20 2022 年 10 月 31 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■JR 東日本と KDDI：リモート拠点を 4K 相当

の高画質映像や大画面、サラウンドシステ

ムなどでつなぐ「空間自在ワークプレイス

サービス」の提供開始 
（PRTIMES：10 月 26 日） 

 東日本旅客鉄道株式会社（https://www.jreast.co.jp/）

（東京都渋谷区、以下、JR 東日本）と KDDI 株式会社

（https://www.kddi.com/）（東京都千代田区）は、リ

モート拠点間を 4K 相当の高画質映像や大画面、サラ

ウンドシステム、透過での資料共有などを使って接続

する「空間自在ワークプレイスサービス」を提供開始

する。本サービスは実証実験（13 社、約 500 人利用）

により、従来の Web 会議と比較して、会話量が約 48％

増加する結果を得られているという。 

 
発言者の位置から音が聞こえるサラウンドシステムを備え

複数人でのディスカッションもスムーズに行える空間自在

ワークプレイス（JR 東日本、KDDI） 

 本サービスは、オフィス、自宅などのリモート拠点、

東京駅などのアクセス至便な拠点間を接続することで、

チームメンバー、共創先企業など、多様な相手とどこ

にいても同じ場所にいるかのようにコミュニケーショ

ンを図ることを可能にする。 

 利用形態や利用頻度に応じて 2 つのプランを用意す 

 

 

る。ひとつは、東京駅など駅近くの拠点で利用できる

サービスである「空間自在ワークプレイス」。もうひ

とつは、お客様のオフィスなどの占有の場所で利用で

きるサービス「空間自在コネクタ」。 

 
展開エリア（JR 東日本、KDDI） 

空間自在ワークプレイス 

東京駅、高輪ゲートウェイ駅、横浜駅、大阪駅、そ

れぞれの駅近辺のビルに設置されている。今後も順次

拠点を拡大予定という。 

 空間自在ワークプレイスサービスには、「ライトプ

ラン」と「レギュラープラン」の 2 つの料金プランが

ある。ライトプランでは、チームベース利用可能時間

が 4 時間で、月額料金 30,000 円（税抜）/アカウント。 

レギュラープランでは、チームベース利用可能時間が

8 時間で、月額料金 50,000 円（税抜）/アカウント。

契約プランに応じた利用時間枠上限に達した場合には

100 円（税抜き）単位でチャージが可能となっている。 

その他、会員以外でもゲストユーザとして参加する

ことも可能となっている。個人利用のソロスペースを

用意している拠点もある。なお、最大 10 名まで自身の

パソコンによるリモート参加（バーチャルコネクター）

も可能となっている。 

 

空間自在コネクタ 

 オフィス内に設置し、お客様の部屋同士を接続して

利用するプラン。基本料金は 50 万円（税抜き）/月額。

https://www.jreast.co.jp/
https://www.kddi.com/
https://www.jreast.co.jp/
https://www.kddi.com/
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初期設定手数料が 10 万円（税抜き）となっている。設

置する場所（部屋）単位での契約となる。設置する機

器類は、基本料金内で利用できるほか、お客様自身で

のメンテナンスは不要となっている。なお、ネットワー

ク回線は、既存の回線を利用することも可能だが、本

サービス専用のインターネット回線の提供も可能に

なっている。すでに先行導入した企業としては、アイ

レット株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式

会社、富士通株式会社などがある。 

 今回発表する空間自在ワークプレイスは、「高輪ゲー

トウェイシティ（仮称）」のまちづくりの一環として

JR 東日本と KDDI が取り組む「空間自在プロジェクト」

（https://kukanjizai.com/ ）（2020 年 12 月）から生

まれたサービス。交通と通信の融合により、場所や時

間にとらわれない働き方・暮らし方を創出することを

狙いとする。 

 

■GN オーディオジャパン：オフィス向け会議

室 ソ リ ュ ー シ ョ ン 「 Jabra PanaCast 50 

Room System」を発売 
（PRTIMES:10 月 17 日） 

 GN オ ー デ ィ オ ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.jabra.jp/）（東京都港区）は、オンライ

ン 会 議 に 特 化 し た 会 議 室 ソ リ ュ ー シ ョ ン 「 Jabra 

PanaCast 50 Room System」を開発し、10 月 17 日よ

り発売する。 

 

Jabra PanaCast 50 Room System 

（GN オーディオジャパン） 

 Jabra PanaCast 50 Room System は、Jabra のインテ

リジェントビデオバー「Jabra PanaCast 50」と、Levono

社のオンライン会議ソリューション「ThinkSmart Core 

kit」をセットにした、オンライン会議に特化した会議

室を作るために必要な機器を全て網羅した商品。ハイ

ブリットワークが主流になった現代において、Lenovo、

Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms のシステムを

組み合わせオフィスでスムーズな会議が実施できるシ

ステムを提供する。 

 Jabra PanaCast 50 は、180°パノラマ 4K 対応のカ

メラと高品質なオーディオを一体型にした製品で、

Jabra 独自の AI システムにより発言者を自動で検出し

焦点を合わせるバーチャル・ディレクター機能、ホワ

イトボードコンテンツと会議参加者を同時に表示する

ライブホワイトボードストリーミング機能などを搭載

し、臨場感のあるオンライン会議を実現するという。 

 ThinkSmart Core Kit は、Microsoft Teams Rooms も

しくは Zoom Rooms を搭載した専用 PC「ThinkSmart 

Core」とコントラー「ThinkSmart Controller」がセッ

トになっており、導入するだけで各ミーティングプ

ラットフォームの会議を実施することができるセット

となっている。 

 GN オーディオジャパンによると、Jabra PanaCast 

50 Room System は、中から小規模の会議室において、

設置するだけで誰でも快適で臨場感のあるオンライン

会議の実現を可能にするソリューションという。 

 Jabra は、オーディオ、ビデオ、コラボレーションソ

リューションの世界的リーダで、消費者と企業向けの

製品を提供している。1969 年に設立された GN は 100

カ国で事業を展開し、革新性・信頼性・使いやすさを

特長とする。全世界で 7,000 人以上を雇用しており、

2021 年の年間収益は 158 億 DKK（約 2,762 億円）に

上り、GN オーディオは 104 億 DKK（約 1,818 億円）

を締めている。ナスダックコペンハーゲンに上場して

いる。 

https://kukanjizai.com/
https://www.jabra.jp/
https://www.jabra.jp/
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■Poly:UC＆C に適した電話機 3 モデル発表 

（PRTIMES:10 月 28 日） 

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

とポリコム）は、自宅やオフィスなど働く場所を選ば

ない多様なワークスタイルに対応し、ユニファイドコ

ミュニケーション＆コラボレーション（UC&C）にも適

した電話機を発表した。 

 今回発表した製品は、「Poly Edge E シリーズ IP デ

スクトップ電話機」、「Poly CCX 505 デスクトップ電

話機」「Poly VVX D230 DECT IP コードレス電話機」

の 3 モデル。 

 

Poly Edge E シリーズ IP デスクトップ電話機 

Poly Edge E シリーズ IP デスクトップ電話機は、

Poly の定評のある音声とスタイリッシュなデザインを

兼ね備え、耐久性に優れた機能豊富なデスクトップ電

話機。ハイブリットワーカーの課題を解決するために

最適な設計がされており、Poly のノイズ低減技術であ

る「Acoustic Fence」と「NoiseBlockAI」の機能を搭載。

また耐久性にも優れた Microban 抗菌製品保護を取り

入れている。さらに、近距離無線通信（NFC）技術に対

応しているため、サービスプロバイダーは電話機の 

ホットデスキング割当を簡素化することができる。ま

た、Android スマートフォンユーザは、Poly Edge E シ

リーズと携帯電話のペアリングを簡素化できるという。 

 

 

 
Poly Edge E シリーズ IP デスクトップ電話機（Poly） 

  

Poly CCX 505 デスクトップ電話機 

 
Poly CCX 505 デスクトップ電話機（Poly） 

Poly CCX 505 デスクトップ電話機は、人間工学に優

れた設計で、直感的な操作を可能にするユーザーイン

ターフェイスを搭載しており、タッチスクリーンに

タッチするだけで、通話、会議、ボイスメールに簡単

にアクセスできるようになっている。5 インチカラー

タッチスクリーン、Wifi 機能、Bluetooth 接続、Android 

9 といった機能を搭載している。 

また、Poly HD Voice 技術と Poly Acoustic Clarity 技

術により、クリアな音声での通話を実現。Acoustic 

Fence 技術、で気になるバックグラウンドノイズをブ

ロックする。さらに、専用の Teams ボタンも搭載して

いる。 

 

Poly VVX D230 DECT IP コードレス電話機 

 

Poly VVX D230 DECT IP コードレス電話機（Poly） 

 デスクトップ電話機と同等の機能を備える DECT IP

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja
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電話機。保留、転送、応答不可、3 ウェイ音声会議、高

解像度カラーディスプレイなどビジネス向けの機能を

数多く備えている。音声エコーキャンセル機能とバッ

クグラウンドノイズ抑制機能により、通話に参加する

全員がクリアで中断されることのない会話を体験でき

るという。1 台の受話器で 8 回線に対応している。 

 また、手で持ち運べる大きさで、モビリティーベー

スから室内で最大 50m、室外で最大 300ｍの通信距離

を有しているため、移動が多いユーザに最適という。 

 なお、Poly Edge E シリーズ、Poly CCX 505、Poly 

VVX D230 は、日本国内の認定販売代理店から購入が

可能となっている。 

 

■ Poly ： Studio X ビ デ オ バ ー シ リ ー ズ が

Android ベースのビデオ会議専用端末とし

て初めて Google Meet に対応 
（PRTIMES：10 月 31 日） 

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

とポリコム）は、同社が提供してる「Poly Studio X ファ

ミリー」のビデオバーが、ひとつの筐体に機能が統合

された Android ベースのビデオ会議専用端末として初

めて「Google Meet」に対応したことを発表した。2023

年１月に全世界で発売予定。 

 

Poly Studio X ファミリー（Poly） 

これにより、Poly が誇る一連の「Google Meet」「Google 

Voice」「Chrome OS」認定危機に Studio X シリーズ

が加わることになる。 

Studio X シリーズは、Google Meet のネイティブ体験

を提供する初の Android ベースの機器となる。 Poly 

Studio X30、Studio X50、Studio X70 および Poly TC8

コントローラー（Google Meet の利用者が直感的に操

作可能な８インチ高解像度タッチディスプレイ）のラ

インナップとなっている。 

大きな特徴としては、人物フレーミング機能を実現

す る 、 AI を 活 用 し た ス マ ー ト カ メ ラ 技 術 「 Poly 

DirectorAI」、ノイズ低減技術である「NoiseBlockAI」

「Acoustic Fence」などがある。また、「Poly Lens」

および「Google Workspace」による管理が可能となっ

ている。 

 なお、ビデオバー、Web カメラ、ヘッドセット、ス

ピーカーフォンなど Poly の各種製品は、Google Meet

や Google Voice、ChromeOS の各認定デバイスとして

認定されている。これらの認定デバイスは PC/Mac 用

の Poly Lens App に対応しており、IT 管理者によるト

ラブルシューティング、ソフトウェアアップデートの

プッシュ、デバイスのリモート管理が可能となってい

る。なお、ChromeOS デバイス向けの Poly Lens アプ

リ機能は 2023 年第二四半期から利用可能になる予定

となっている。 

 

■エイネット：映像コミュニケーション機能

付加サービスを強化 
（PRTIMES:10 月 18 日） 

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

京都千代田区）は、さまざまな業界の企業の業務シス

テムにビジュアルコミュニケーションなどの映像通信

を付加し、顧客サービスや社内業務の効率化を図るた

めのカスタマイズサービスを強化し、受注を開始した。 

 業務システムを CTI、MA、CRM などと連携させるこ

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.anets.co.jp/
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.anets.co.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              5/8                     Vol.24 No.20 October 31th, 2022 
 

 

とで、企業活動における顧客サービスの向上や意思決

定の迅速化、効率的なマーケティングなどへの活用が

加速している。また、コロナ禍以降、Web 会議を中心

とする遠隔映像コミュニケーションの利用が急速に進

んでいる。そこで、その 2 つを融合し、業務システム

に映像コミュニケーション機能を付加することで、よ

り充実した顧客対応や精度の高いマーケティングに活

用しようという動きが急速に広まっているという。 

 常に最先端の映像技術を Web 会議システムとして

提供してきたエイネットでは、企業の業務システムに

映像機能を付加するカスタマイズサービスを提供して

きたが、今回、その内容を充実させ、より多くの業界

の業務システムへの対応を可能にした。既存の CTI シ

ステムなどに動画共有を付加するなど他社では対応で

きないカスタマイズが得意という。 

 カスタマイズ例としては、不動産物件情報等が閲覧

できる端末にオンライン会議システムを連携、医療現

場での電子カルテやレントゲン写真のネットワークと

オンライン会議との連携、コールセンターの CTI シス

テムや MA、CRM とオンライン会議との連携などがあ

るという。他にも業務システムに映像機能を組み込 

むことによってもたらされるメリットを数多く考えら

れるとしている。これらの例は 3 ヶ月から半年程度で

の納期で開発できるという。 

 エイネットは長年の Web 会議開発のノウハウを活

用することで、企業のお客様に短納期、低コストでそ

れらのメリットを享受できるという。 

 

  ビジネス動向-国内             

■Kandao Technology 社：「Kandao Meeting 

S」180°超広角ビデオ会議カメラ、2022 年

度グッドデザイン賞を受賞 
（PRTIMES:10 月 21 日） 

 Kandao Technology 社（https://www.kandaovr.com/） 

（中国・深セン）は、180°超広角ビデオ会議カメラ

「Kandao Meeting S」が 2022 年度グットデザイン賞

（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。 

 
Kandao Meeting S（Kandao Technology） 

 Kandao Meeting S は、195°の超広角カメラを搭載

し、全空間で 180°の視野をカバーすることができる。

また、合計 8 個のマイクを搭載し、半径 5 メートル以

内の会話も収音することが可能となっている。さらに、

Kandao Meeting AI 3.0 アルゴリズムにより、自動的に

参加者と発言者を検知してフォーカスする。ディスプ

レイには HDMI ケーブルで接続する。 

 今年 6 月にリリースした「ミラーリング」機能では、

プロジェクタがなくても、ビデオ会議カメラひとつで

テレビやディスプレイ等への投影が可能となっている。

iOS、macOS、Android、Windows、Airplay/Miracast に

対応。 

 Kandao Technology 社によると、超大規模な会議室

や会場向けのインテリジェントな会議ソリューション

「Kandao Meeting Omni」を間もなくリリースする予

定という。これは、いくつかの Kandao ビデオ会議カ

メラの組み合わせで、ひとつの NUC デバイスとコント

ロールセンターのコアソフトウェアの使用により、広

範囲での画像・音声キャプチャーと AI 処理を実現する

ようになっている。 

 同社では、今後もお客様のビジネス活動をより豊か

で Web 会議の質を高めることを目指した会議ソ

https://www.kandaovr.com/
https://www.kandaovr.com/
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リューションを提案していくとしている。 

 日 本 国 内 で は 、 三 友 株 式 会 社

（https://www.mitomo.co.jp/）（東京都品川区）が正

規代理店となっている。 

  導入利用動向-国内           

■Bloom Act：野村證券のオンライン相談業

務で、オンライン接客システム「ROOMS」

試験導入をスタート 
（PRTIMES:10 月 17 日） 

 株式会社 BloomAct（https://bloomact.co.jp/ ）（茨

城 県 つ く ば 市 ） は 、 野 村 證 券 株 式 会 社

（https://www.nomura.co.jp/）（東京都中央区）が実

施するオンライン相談業務において、オンライン接客

システム「ROOMS」試験導入したことを発表した。 

 ROOMS は、国産のオンライン接客専用システム。

「Zoom」や「Teams」といった海外産の Web 会議ツー

ルとは異なり、日本の接客シーンに特化した機能・お

もてなし要素を豊富に搭載している。ビデオ通話に関

連する基本的な機能などは装備しているほか、名刺お

渡し、カレンダー連携、Salesforce 連携、アナリティク

スなどを含め豊富な機能も持つ。 

 アプリのダウンロードは双方不要で、URL を共有す

る、もしくは接続に必要なルームナンバーを電話で相

手に伝えるだけで接続がスタートでき、いつでも、ど

こでも、さまざまなデバイス（パソコン・スマートフォ

ン・タブレット）にて、ワンクリックで商談を開始す

ることが可能となっている。 

全ての通信は銀行の取引やクレジット決済にも使用

される TLS1.2 及びそれに準拠する形式でエンドツー

エンド暗号化（E2EE）に対応しており、通信の中継や

データの保管を行うサーバもすべて国内設置、また、

第三者機関による定期的なセキュリティリスクに加え、

WAF（Web Application Firewall）による通信の監視・

保護も 24 時間実施するなど、セキュリティ最優先の

運用を行っている。また、IP アドレス制限、二段階認

証、パスワード定期強制変更機能もオプション（無料）

でつけられるため、各企業のポリシーにそった運用も

可能だ。加えて、会社としても情報セキュリティの国

際規格 ISO27001(ISMS 認証)も取得している。 

Bloom Act は 2018 年 7 月設立。BtoC 向け接客サー

ビス「ROOMS」のほか、BtoB 向け商談システム「B-

Room」、資料動画化サービス「SPOKES」、電子契約

サービス「REMOTE SIGN」を提供している。 

 

■ZVC Japan: Zoom Phone が、佐賀県の大町

自動車学校の災害対策強化に貢献 
（PRTIMES:10 月 27 日） 

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

谷 区 ） は 、 有 限 会 社 大 町 自 動 車 学 校

（https://www.oomachi-mc.co.jp/）（佐賀県杵島郡）

がクラウド型電話サービスである「Zoom Phone」を導

入したと発表。 

 佐賀県に 2 校を展開する同社は 2019 年と 2021 年

の 2 度、記録的豪雨で被災した。事務所内の固定電話

機や PC の水没に加え、停電や道路の通行止めなどが

起こり、職員間で連絡がとれない状況が続いたという。

災害時における BCP の重要さが改めて浮き彫りとなり、

同社は固定電話をクラウド型電話サービスへ完全移行

することを決定した。 

 同社がクラウド型電話サービスを導入するにあたり、

Zoom Phone のクリアな音声とシンプルな使いやすさ

を評価したという。2022 年 7 月に固定電話を Zoom 

Phone に完全移行し、全職員が端末から、いつでも・

どこでも受話ができる業務環境を整えた。導入後は固

定電話に比べてコストが削減される見込みで、受付担

当者の電話対応業務も大幅に減ったという。災害時の

リスク軽減が Zoom Phone 導入の最大の効果と同社は

見ている。 

 

https://www.mitomo.co.jp/
https://bloomact.co.jp/
https://www.nomura.co.jp/
https://zoom.us/
https://www.oomachi-mc.co.jp/
https://www.mitomo.co.jp/
https://www.nomura.co.jp/
https://zoom.us/
https://www.oomachi-mc.co.jp/
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  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

 
■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/ 

 
■オンライン会議の問題点をツールで解決する 

～傍観者が出てしまう問題、ハイブリッド時の一部メン

バーの疎外感など～ 

日時：11 月 16 日（金）13:00～13:55(受付:12:45～13:00) 

会場：オンライン 

主催：ミロ・ジャパン合同会社 

協力：株式会社オープンソース活用研究所/ 

マジセミ株式会社 

詳細・申込：https://majisemi.com/e/c/miro-

20221116/M1D 

 
■Zoomtopia Japan 2022 JAPAN VIRTUAL 

日時：11 月 17 日(木) 10:00～12:00 

会場：オンライン 

主催：Zoom Video Communications, Inc. 

詳細・申込：
https://zoom.us/webinar/register/8916647584206/WN_TOFjNR6

lRUivSVlKTVrJDg 

 

 

 

 

■ブイキューブセミナー情報（11 月） 

「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」「こ

んなライブ配信したかった！」「これを見ればその場でで

きる！ライブ配信アプリ開発」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 
 

■Webex Meetings 関連ウェビナー（11 月） 

「【オンラインクラス】静かすぎる社内会議にさような

ら。Slido で整える発言しやすい環境と次ステップに繋げる

発言の分析。」「金融ウェビナー｜Webex を使った売上を

伸ばす秘訣」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 

※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 

 

https://schematokyo.splashthat.com/
https://www.synnex.co.jp/inspire2022/
https://majisemi.com/e/c/miro-20221116/M1D
https://majisemi.com/e/c/miro-20221116/M1D
https://zoom.us/webinar/register/8916647584206/WN_TOFjNR6lRUivSVlKTVrJDg
https://zoom.us/webinar/register/8916647584206/WN_TOFjNR6lRUivSVlKTVrJDg
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://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
https://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
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 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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