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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.21 2022 年 11 月 15 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■ヤマハ：オフィスのさまざまな場所で「言

葉、しぐさ、表情」がリアルに伝わる Web

会議を実現するビデオコラボレーションシ

ステム「CS-800」と「CS-500」の 2 製品を

発売 
（11 月 1 日） 

 ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/products/uc/）（静岡県浜松市）

は、オフィスのさまざまな場所で「言葉、しぐさ、表

情」がリアルに伝わる Web 会議を実現する、ビデオコ

ラボレーションシステムの 2 製品、「CS-800」と「CS-

500」を、2023 年 1 月に発売する。 

 
CS-800（後）、CS-500（前）（ヤマハ） 

 CS-800 は、マイクとスピーカー、カメラ、映像出力

（HDMI）を内蔵した一体型ビデオサウンドバー。一方、

CS-500 はマイクとカメラ、映像・音声出力（HDMI）

を内蔵し、接続するディスプレイのスピーカーを活用

することで、軽量・小型化したモデル。 

それぞれ 4K に対応した視野角 120 度の広角レンズ

が搭載されており、新開発のビームフォーミングマイ

ク「Hexa-Microphone」や、従来の「SoundCap」をベー

スにカメラ映像情報を活用しより高精度な音声の抽出

を実現した新技術「SoundCap Eye」も搭載している。 

 

 

 

特定の場所を自動でズームする「スマートフレーミン

グ機能」もある。 

 本体と会議参加者の PC との接続は USB ケーブル 1

本で完結し、ユーザーが近づいたことを検出し外部

ディスプレイを含めて自動的に起動する「オートウェ

イクアップ機能」の他、ディスプレイを通じて接続や

使用方法を伝えるユーザーガイドも用意されており、

すばやく簡単に遠隔会議を始められる利便性も提供し

ている。 

また、オプションの各種マウントキットと USB ロン

グケーブルを組み合わせることがで、卓上や壁掛け、

ディスプレイ取り付けなどさまざまな設置方法に対応

する。 

 

CS-800 の使用イメージ（ヤマハ） 

 CS-800 と CS-500 は、オープンスペースなどの騒が

しい環境下でも遠隔会議を可能にする独自の通話音声

ソリューション SoundCap にカメラ画像情報を活用す

ることで、より高精度な声のみの抽出を実現した新技

術 SoundCap Eye を搭載している。また、4K カメラは、

通話先に鮮明な映像を届けるだけではなく、映像を AI

が解析して会議参加者の顔の位置を常に追跡する。さ

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/
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らに、Hexa-Microphone により、カメラが検出した会

議参加者の音声にフォーカスし収音することで騒がし

い環境下でもクリアな音声を通話先に届ける。 

 また、遠隔の通話先から届く音声は、本機周辺の使

用環境に合わせて聞き取りやすくなるよう自動補正さ

れ、音量も適切に自動調整されるため、使用環境を気

にすることなく、オフィス内のさまざまな場所で安定

的で高品質な通話体験を得ることができるという。 

 一方、カメラの映像解析による会議参加者の位置検

出と Hexa-Microphone による発話者の位置検出を組

み合わせることで、通話先の相手が見るべき場所を自

動判定し、その場所を自動でズームするスマートフ

レーミング機能を搭載している。 

内蔵している視野角 120 度の広角レンズは、広い視

野で空間全体を撮影し、会議参加者全員をカメラフレ

イームに収めることができる。ただし、参加者一人一

人の顔は相対的に小さくなり表情までを伝えることが

難しいというデメリットがあるという。スマートフ

レーミング機能により、話者の表情をクリアな音声と

合わせて通話先に届けることで、発言意図が伝わる円

滑なコミュニケーションを実現するという。 

価格について。CS-800 の価格は税抜 145,000 円、

CS-500 の価格は税抜 110,000 円。その他オプション

として、TV マウントキット（CS-800・CS-500 用、税

抜 15,000 円）、ウォールマウントキット（CS-500 用、

税抜 5,000 円）、ハイスペック USB ケーブル 10m（税

抜 40,000 円）、ハイスペック USB ケーブル 25m（税

抜 80,000 円）を用意している。いずれも 2023 年 1

月発売予定。 

ヤマハによると、オフィスのさまざまな空間を遠隔

会議可能な場所に変えることで、オフィスワークとテ

レワークを融合させた「ハイブリット型ワークスタイ

ル」などの新しい働き方をサポートするとしている。 

 

 

■ブイキューブ：「TELECUBE by OKAMURA」

の新モデルを発表、構造を見直し環境配慮

と安全性を高める 
（11 月 7 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） 、 テ レ キ ュ ー ブ 株 式 会 社

（https://telecube.jp/）（東京都千代田区）、株式会社

オカムラ（https://www.okamura.co.jp/）（神奈川県横

浜 市 ） は 、 三 社 で 共 同 開 発 し た ワ ー ク ブ ー ス

「TELECUBE by OKAMURA」の構造を見直し、従来モ

デルと同等の機能を維持しながら環境配慮と安全性を

高めた新モデルを発表。2023 年 1 月より発売する。 

 
TELECUBE by OKAMURA（ブイキューブ） 

 TELECUBE by OKAMURA は、さまざまな場所に容易

に設置できるテレワークのためのフルクローズ型の

ワークブース。セキュリティが保たれた静かな環境で、

資料作成やメールなどの業務、電話、Web 会議などで

のコミュニケーションが可能となっている。 

本体タイプには、スタンダードタイプとクリアタイ

プがあり、一人用、二人用、四人用をラインナップし

ている。用途に合わせて選ぶことが可能。ソファは四

本脚タイプ、張りぐるみタイプを用意。パネルや天板、

ソファは色を選べる。価格はオープン。 

2018 年 12 月の発売以降、オフィス内に設置する企

業向けモデルのほか、オフィスビルエントランス・駅・

商業施設などに設置する公共空間向けモデルが数多く

導入されている。 

https://jp.vcube.com/
https://telecube.jp/
https://www.okamura.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://telecube.jp/
https://www.okamura.co.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              3/8                    Vol.24 No.21 November 15th, 2022 
 

 

また昨今はテレワークが急速に浸透するとともに、

テレワークと出社を組み合わせたハイブリットワーク

が定着してきており、集中作業や Web 会議用にオフィ

ス内に設置する需要が続いているという。 

 

TELECUBE by OKAMURA の構造を見直しした 

（ブイキューブ） 

 今回発表された新モデルは、軽量設計により、従来

のモデルと比べ構造体の部品重量を約 18%軽量化。製

品重量の減量化により、輸送時の CO2 排出量削減を実

現した。また、梱包資材の削減も図り、環境に配慮し

た。 

 一方安全面では、ブースに取り付けるドア周りの構

造を開発し、ドアとブース本体の隙間をなくしたこと

で、開閉時に手を挟む心配がないという。また、従来

モデルと同等の高い遮音性能を維持しながら、収音性

能が向上した。ブースの外からの音がブース内に入ら

ないように遮音するだけでなく、ブース内の音の反響・

残響を収音し抑制することで、Web 会議時に声をはっ

きりと聞き取りやすくしている。 

 

■アバー・インフォメーション：会議室にい

る参加者を個別表示できるサウンドバー型

Web カメラ「VB342 Pro」を新発売 
（PRTIMES:11 月 1 日） 

 ア バ ー ・ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社

（https://jp.aver.com/）（東京都新宿区）は、小・中会

議室向けサウンドバー型 WEB カメラ「VB342 Pro」を

11 月 1 日に新発売する。価格はオープンプライス。 

 VB342 Pro は、「参加者の顔・表情がみえにくい」

といった Web 会議の課題の解消に役立つ「スマート

ギャラリー」機能を搭載した、マイク・スピーカー内

蔵のサウンドバー型 Web カメラ。 

 
VB342 Pro（アバー・インフォメーション） 

 スマートギャラリー機能は、会議室にいる複数の参

加者を自動検知し、それぞれの参加者の映像を切り出

して個別表示することができる。各参加者の映像を個

別に表示することで、Web 会議でありがちな「相手の

顔・表情が見えにくい」といった問題を解決する。 

 その個別表示の際に、2 つのモードを用意している。

各参加者の顔アップの映像を切り出して個別表示する

「ヘッドショットモード」と、参加者の上半身部分を

切り出して個別表示する「上半身モード」。ヘッド

ショットモードでは、会議室の全景映像もあわせて表

示されるため、参加者の表情だけでなく、会議室全体

の雰囲気も伝えることができる。また、上半身モード

では、参加者の姿を大きく表示できるため、参加者の

顔・表情がより伝わりやすくなるという。 

 

ヘッドショットモード、上半身モードの違い 

（アバー・インフォメーション） 

https://jp.aver.com/
https://jp.aver.com/
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 また、一方で、VB342 Pro には、カメラの撮影範囲

を自動で調整し、リモコン操作の頻度を減らすことが

できる機能もある。会議の進行に集中できる。ひとつ

は、映像の人物を検知し、人物が映像に収まるように

画角の調整を行う「自動画角調整」機能、そして話者

の音声を検知し、話者に対して自動で追尾・ズームを

行う「音声追尾」機能を搭載している。 

 本体マイクの集音範囲は直径約 8ｍ。マイクには発

言者に対して集中的に集音を行い、相手にクリアな音

声を提供する「ビームフォーミング技術」が採用され

ている。なお、設置する会議室の広さやレイアウトに

合わせて、マイクまたはマイク・スピーカー（オプショ

ン品）の増設にも対応している。設置環境に合わせて

集音範囲を調整することが可能となっている。 

 

■富士ソフト：Teams 会議で自分ペースでの

資 料 閲 覧 も 可 能 な 「 moreNOTE for 

Microsoft Teams」を発表 
（PRTIMES:11 月 8 日） 

 富士ソフト株式会社（https://www.fsi.co.jp/）（神奈

川県横浜市）は、Teams 会議における双方向のスムー

ズな資料共有操作と円滑なコミュニケーションを実現

する「moreNOTE for Microsoft Teams」の提供を 11

月 8 日より開始する。 

 
moreNOTE for Microsoft Teams（富士ソフト） 

 moreNOTE for Microsoft Teams は、全員に共有する

操作と、個人で見る操作の切り替えが簡単にできるの

が特長。Teams 会議中に moreNOTE アイコンをクリッ

クするだけで起動する。 

 「みんなで見る」では、参加者全員がメモ書きやポ

インターを双方向にリアルタイムで共有でき、会議で

の議論を活性化させることができるという。また、「自

分だけで見る」では、画面共有では実現できない自分

のペースでの資料閲覧が可能。先ほどの内容を確認し

たい時や資料の全体を見たい時など会議内容の理解促

進につながる。 

moreNOTE for Microsoft Teams は、Microsoft Teams

ストアから簡単にインストールできるようになってい

る。「フリープラン」と有償の「エンタープライズプ

ラン」を用意している。無料版では会議参加者は 3 人

まで資料保存は 50MB まで（2 週間）。一方、有償版

では 300 円/月/ID。会議参加者は 50 人まで、資料保

存は 2GB まで可能。ユーザサポート付き。 

 富士ソフトは、moreNOTE の技術で Web 会議での

より円滑なコミュニケーション、より生産性の高い

ディスカッションを実現する機能拡張を進め、会議参

加者のパフォーマンス、コラボレーション効果の向上

に貢献していくとしている。 

 富士ソフトはマイクロソフトのライセンスソリュー

ションパートナー。2 年連続で「マイクロソフト ジャ

パン・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞してい

る。 

 

■GN オーディオジャパン：ビジネス向けのシ

ンプルなデザイン、プロ仕様の完全ワイヤ

レスイヤホン「Evolv2 Buds」を発売、主要

なビデオ会議プラットフォームで認定 
（PRTIMES：10 月 26 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、高品質な

業務用ヘッドセットシリーズである Jabra Evolve シ

リーズから、完全ワイヤレスイヤホン「Jabra Evolve2 

Buds」を 11 月 15 日より販売開始する。「Microsoft 

Teams」や「Zoom」などの主要なビデオ会議プラット

https://www.fsi.co.jp/
https://www.jabra.jp/
https://www.fsi.co.jp/
https://www.jabra.jp/
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フォームで認定されている。 

 

Jabra Evolve2 Buds（GN オーディオジャパン） 

 Jabra Evolve2 Buds は、ビジネス向けのシンプルな

デザインで、外出の多いビジネスパーソン向けに、持

ち運びやすくオンライン会議におけるオンライン会議

における集中力を高め、どこでもスムーズなコミュニ

ケーションを取ることができるように設計されている。 

特長的な機能としては、4 つのマイクや骨伝導セン

サーなど高度なアルゴリズム「Jabra マルチセンサー」、

アクティブノイズキャンセリング（ANC）、音漏れを

検知し密閉度を高めるための調整機能「Myfit」、聴覚

保護機能である「Jabra セイフトーン」といった最新の

技術によって周囲の雑音を軽減し、よりクリアで集中

できる高品質な通話を実現する。 

 最大 20 メートルのワイヤレス動作範囲を持ち、通

話品質を損なうことなく、自宅やオフィスなどさまざ

まな環境で自由に通話することができる。また 5 時間

の通話と充電ケース併用で合計 33 時間のバッテリー

を搭載している。マルチポイント対応で 2 台の同時接

続が可能。 

 小売希望価格は 34,500 円（税抜）。 

 

 

 

 

  ビジネス動向-国内           

■ヤマハ：遠隔会議システム「ADECIA シーリ

ングソリューション」と「ADECIA テーブル

トップソリューション」が「Zoom Rooms」

の認証を取得 
（11 月 8 日） 

 ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/products/uc/）（静岡県浜松市）

は、同社が提供する遠隔会議システム「ADECIA シーリ

ングソリューション」と「ADECIA テーブルトップソ

リューション」が「Zoom Rooms」の認証を取得したと

発表。 

 

ADECIA シーリングソリューションと ADECIA テーブルトッ

プソリューション（ヤマハ） 

 今回、天井設置型のシーリングアレイマイクロフォ

ン「RM-CG」を中心に構成する「ADECIA シーリングソ

リューション」と、机上設置型（有線）のテーブルトッ

プアレイマイクフォン「RM-TT」を中心に構成する

「ADECIA テーブルトップソリューション」の 2 つの

ソリューションが、Zoom 社の法人向け Web/ビデオ会

議ソリューション Zoom Rooms の認証を取得した。 

 ADECIA シーリングソリューションと ADECIA テー

ブルトップソリューションは、ともに大学の教室やオ

フィスの中・大規模会議室などに向けた遠隔会議シス

テム。 

 専用プロセッサー「RM-CR」、Dante/PoE 対応ライ

ンアレイスピーカー「VXL-16P」、PoE 給電対応のネッ

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/
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トワークスイッチ「SWR2311P-10G」が各マイクロ

フォンと組み合わさることで、音の入口から出口まで

を運用・管理する機器と機能をトータルで提供する。

また、簡単自動設定・自動音響調整機能を搭載してお

り、音響に関する専門知識を必要とせず初期設定が完

了できるため、システム導入にかかる施工時間の最短

化を実現する。 

 

■TD SYNNEX：ロジクール製品を活用したハ

イブリットワークスタイルを体験できるエ

クスペリエンスセンターを開設 
（PRTIMES:11 月 15 日） 

 TD SYNNEX 株式会社（https://www.synnex.co.jp/）

（東京都江東区）は、ロックジール製品を活用したハ

イブリットワークスタイルを体験できるエクスペリエ

ンスセンターを同社本社である東陽町オフィスで開設

する。 

 

エクスペリエンスセンターイメージ（TD SYNNEX） 

 TD SYNNEX では、ロジクール製品を取り扱ってお

り、今回、「Microsoft Teams Rooms」を活用可能な

「Rally Bar」「SWYTCH」「SCRIBE」「TAP scheduler」

といったロジクール製品専用のエクスペリエンスセン

ターを設置し、さまざまなお客様に体験できるスペー

スを準備することになった。 

利用方法や運用に課題を抱える顧客に対して、実際

にハイブリットワークを体験できるスペースを提供し、

導入の検討材料として活用できる環境を整える。 

  ビジネス動向-海外           

■Owl Labs 社：2,500 万ドルのシリーズ C 資

金調達と HP 社との戦略的パートナーシッ

プ締結 
（businesswire: 11 月 14 日） 

 Owl Labs 社（https://owllabs.com/）（米国・マサ

チューセッツ州）は、2,500 万ドルのシリーズ C 資金

調達と HP 社（https://www.hp.com/us-en/home.html）

との戦略的パートナーシップを発表。同社の総資金は

4,700 万ドルに達する。同社の設立は 2014 年。 

 今回の資金調達では、HP 社のベンチャーキャピタル

部 門 で あ る HP Tech Ventures 社

（https://hptechventures.com/）が主導し、HP Tech 

Ventures 社のパートナーである Angelo Del Priore 氏

が Owl Labs 社の取締役会に就任した。また、Owl Labs

社の日本における戦略的パートナーであるソースネク

スト株式会社（https://sourcenext.co.jp/）（東京都港

区）、既存の出資者である Matrix Partners 社、Spark 

Capital 社、Playground Global 社もともに資金調達に

参画した。 

 今回の資金調達により、製品開発を強化し、マイク・

スピーカー内蔵 AI を活用した 360 度カメラ「Meeting 

Owl 」 、 室 内 ホ ワ イ ト ボ ー ド 用 の 専 用 カ メ ラ

「Whiteboard Owl」、コントロールパネル「Meeting 

HQ」、そして最近発表した「Meeting Owl 3」といっ

た各種製品の世界的な販売を拡大していく。 

 HP 社は「HP Presence」の発売（2021 年 10 月 19

日）だけでなく、Poly の買収（2022 年 3 月 28 日）、

その他関連分野への投資などを通じて、ハイブリット

モデルに転換するというコミットメントを明確にして

いる。今回の出資はこの一環となる。 

HP 社は Owl Labs 社と協力し、加速する成長を継続

し、ハードウェアとソフトウェアの提供に投資し、グ

ローバルでの存在を拡大し、Owl Labs 社と HP フラン

https://www.synnex.co.jp/
https://owllabs.com/
https://www.hp.com/us-en/home.html
https://hptechventures.com/
https://sourcenext.co.jp/
https://www.synnex.co.jp/
https://owllabs.com/
https://www.hp.com/us-en/home.html
https://hptechventures.com/
https://sourcenext.co.jp/
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ス間の商業契約を皮切りに市場開拓パートナーシップ

を強化する。また、HP 社は、企業への販売力カバレッ

ジとアウトリーチを提供し、中小企業や教育機関との

関係をさらに深めるとしている。Owl Labs 社は 2020

年からグローバルに拡大しており、フランスは潜在性

の高い成長市場で、主要なヨーロッパ市場で大きな売

上と導入が進んでいるという。

セミナー・展示会情報        
＜国内＞  

■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

■Microsoft + ロジクール セミナー |導入顧客 DX 推進部

門役員から学ぶ！実体験に基づくハイブリッドワークの本

当の効果と次の一手ハイブリッドセミナー

日時：東京：12 月 7 日（水）、大阪：12 月 9 日（木）

会場：日本マイクロソフト品川本社/大阪オフィス、オンラ

イン

主催：株式会社ロジクール、日本マイクロソフト株式会社

詳細・申込：https://info.logicool.co.jp/112022-122022-

Hybrid-Seminar-with-Microsoft-ja-jp.html

■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://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://info.logicool.co.jp/112022-122022-Hybrid-Seminar-with-Microsoft-ja-jp.html
https://info.logicool.co.jp/112022-122022-Hybrid-Seminar-with-Microsoft-ja-jp.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://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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