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■ニューロネット、SNS、Web 画面共有、VoIP、ビデオ

る会議室型にくらべると、個々人が自由にいつでも、誰

チャット、ホワイトボードが連動した Web コラボレーシ

とでも会議が持てる個人 ID 型 SaasBoard は生産性やコ

ョンサービスを SaaS ベース低コストで提供

スト削減効果も高く、Web コラボレーションと呼ばれ、今

「既存の遠隔会議システムは、一時的なミーティング

後の Web 会議の主流となると考えている。」（ニューロネ

の場を提供するのみに特化しており、人と人とのつなが

ット）

りといったグループや組織という観点から会議の成果

SaasBoard は月額費用にて提供されるサービスであ

物やそれによる知の蓄積が難しかった。しかし、会議の

るため、ソフトウエアのダウンロードや、システムの管理

成果は次の会議の成果を生む種だ。蓄積をしっかり行

はもちろん不要。インターネット接続、パソコン、主要な

っていくことで次ぎの会議の生産性や創造性が高まる

ブラウザに対応し、指定された SaasBoard サイトにアク

と考えている。そのためのシステムを考えた。サービス

セスするだけでサービスの利用ができる。また、日本語

が高額では導入できる企業が限られてくる可能性があ

サイト(.jp)と英語サイト(.com)を持ち、これらが相互に通

るため、ワンコインという低コストで利用できるサービス

信できることで、世界中での利用に対応している。

を開発した。それが SaasBoard だ。」（ニューロネット）

SaasBoard は、SNS 機能を通して、人と人とのつなが

ニューロネット株式会社（東京都渋谷区）が開発した

りをベースとしたグループを作成し、そのグループ毎の

SaasBoard の特長は、ソーシャル・ネットワーキング・サ

参加者が個別に作成した、あるいは、SaasBoard の

ービス(SNS)といった情報蓄積系のシステムに、Web 画

Web 画面共有を通して作成された、資料や情報を蓄積

面共有、ホワイトボード、そして IP 電話やビデオチャット

することができる。もちろん、その資料に対するアクセス

などのリアルタイムコミュニケーションを一体化させたと

権も設定できる。

ころに特長がある、SaaS ベースの Web コラボレーション

また SaasBoard の IP 電話やビデオチャット機能につ

サービス。ニューロネットは、2009 年 10 月よりサービス

いては、Skype との連動の他、ニューロネットが独自開

を本格開始した。

発した音声と映像機能を提供している。Web 画面共有

「Web 会議と称して提供されている類似のサービスの
多くは“会議室型”すなわち TV 会議が Web に置き換わ

を行いながら、音声や映像でのコミュニケーションも同
時に行えるようになっている。

っただけのものが多く、単に会議の場を提供するにとど

SaasBoard が提供する Web 画面共有の機能は、京都

まっている。それでは、会議が終わればその会議での

大学の久保田秀和氏（日本学術振興会特別研究員、

アウトプットを蓄積するのが難しいのではないかと思っ

現産業技術総合研究所）が 2006 年に Web 上で公開し

ていた。」（ニューロネット）

た Web ページ作成ツール「PositLog」がベースになって

それに対して、SaasBoard は「個人 ID 型」であり、

いる。

個々人が ID を持つことにより SaasBoard の世界にいれ

PositLog は、文章、写真、手書き、動画などを、付箋

ば、個人を基点に、さまざまな人とグループを作ること

紙を貼り付けるようにホワイトボード上に自由に並べ貼り

ができ、それぞれのグループに応じて、誰とでも単にコ

付けることができ、それを HTML ファイルとして保存し、

ミュニケーションが出来るだけでなく、資料や情報の蓄

インターネット上に公開すれば一般の Web ページのご

積・共有・参照も簡単に出来る。その点が SaasBoard と

とくインターネットに接続しているところからであればど

他の Web 会議システムとの違いだと同社では指摘す

こからでも参照できる。さらに、そこの HTML ファイルに

る。

対して書き込み権限があれば他の写真などを追加して

「会議室の数により、同時に会議できる数が制限され

貼り付けたり、テキストを書き込んだり修正を加えたりも
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できる。「PositLog は、2500 本以上ダウンロード実績が

公開できるのも便利な点だと思う。」（ニューロネット）

あるソフトウエアだ。その実績のあるホワイトボード的な

さらに、ホワイトボードのスペースは広く使えるため、

ソフトウエアに、SNS や映像と音声などを組み合わせて

ホワイトボード上の入力作業を容易にするための、「ス

開発されている。」（ニューロネット）

ケール」や「マップ」の機能を提供している。
スケールは、電子地図の縮尺と同じで、スケールを
上げるとホワイトボード上の細かいところまで見える。一
方スケールを下げると、ホワイトボード全体を俯瞰できる
ようにするもの。また、マップは、スプライトや、その現在
入力作業をおこなっているところが、ホワイトボード上の
どの位置にあるのかを示すもの。仮に多くのスプライト
をホワイトボード上に広い範囲で貼り付けたりしたとして
も、スケールとマップで簡単にその位置を特定できるよ

SaasBoard-映像と音声によるミーティング例（ニューロネット資料）

うになっている。「ホワイトボードのスペースは無限に取
れるが、こういった機能を加えることで、操作性を高め
た。」（ニューロネット）

SaasBoard-資料共有例（ニューロネット資料）

SaasBoard のホワイトボードは、PositLog の特長を引
き継ぎ、テキスト、写真、動画（同社では、これらをスプ

SaasBoard ホワイトボード画面：海外出張打ち合わせ例、ホワイ

ライトと呼ぶ。）などＰＣで取り扱えるデータであればな

トボード右下の方にスケールとマップが表示されている（ニューロネッ

んでも、ホワイトボード上のスペースのどこでも自由なか

ト資料）

たちで貼り付けることができる。たとえば、Youtube のビ
デオクリップを貼り付けるたり、またホワイトボード上に貼
り付けられたスプライトにホームページのアドレス(URL)
を設定したりすることもできる。「簡易な HTML エディタ
的な性格ももっている点は他のウェブ会議システムのホ
ワイトボード機能とは違う点だと思う。既存のウェブ会議
システムのホワイトボードであれば、ＧＩＦファイルなど画
像による保存のため、修正や追加が難しいが、
SaasBoard のホワイトボードは、その点、簡単に入力が

SaasBoard ホワイトボード画面：結婚寄せ書き例（ニューロネット

行える。また容易にイントラネット、インターネットなどに

資料）
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ところで、SaasBoard を利用する場合、ビジネス向け

社を 2008 年 4 月設立。同年 6 月に前川氏が、元京都

（有償）と個人向け（有償版および無償版）から選択す

大学の久保田氏（現産総研）と、PositLog をベースに

る。有償版では、同社が開発した音声とビデオチャット

Web 上でのホワイトボード型コミュニケーションツールを

機能が提供され、個人向け無償版ではこれに代わり

共同で事業化したのが、SaasBoard になる。

Skype がエンベッド（組み込み）されており、Skype で音
声チャットが行えるようになっている。

「SaasBoard は、『いつでも、どこでも、誰とでも』インタ
ーネットやブラウザを通した Web コラボレーションが簡

利用料金は、「パーソナル」、「エンタープライズ」、

単に行えることが特長だ。そのためには、低コストの

「メンバーシップ」の 3 種類で提供。 パーソナルは、個

SaaS によるサービスモデルがユーザにとって最適だと

人向け有料サービスで 1 ID から使用可能。月利用料

考えた。今後は、SaaS の普及とともに、個々人の働き方

金が 980 円固定で使い放題。

も大きくかわると思う。そして個々人が活き活きとメンバ

一方、企業および、学校・塾などの教育機関向け

ーやグループの仲間とコミュニケーションしたり、コラボ

に提供するエンタープライズ、会員制組織形態に提供

レーションしたりできる日がくると考えている。それを私

するメンバーシップは、初期費用が１ID あたり 4,200 円、

たちは、SaaS ワーキングスタイル(SaaS Working Style)と

月額使用料一人当り 980 円固定。またオプション（別費

呼んでいる。そういった時代に SaasBoard は低コストの

用）で、ディスク容量追加、録画再生、画像帯域保証、

便利なツールとして沢山のユーザに活用していただき

SSL 設置、サポート、コンサルティングなども提供する。

たい。そして私たちは Web 会議/ビデオ会議のデファク

各サービスの注文は、ニューロネットホームページから

トスタンダードを目指したいと考えている。」（ニューロネ

申し込み可能。２週間の無料トライアルも提供してい

ット）

る。

ニューロネットは、日本での展開をおこないつつ、今

SaasBoard は、企業での社内コミュニケーションの効

は、北米への進出も予定しているという。その後は、中

率化のために活用したり、Web 講義＆Web セミナーで

国や欧州への展開も検討している。「すでに北米の某

の遠隔聴講に活用したり、遠隔保守/カスタマーサービ

企業からも引き合いがきており、北米でのサービスプラ

ス、あるいは、コミュニティサイト、SNS 型掲示板などの

ットフォームとして SaasBoard を検討していただいている。

サービスプラットフォームとしても使用できる非常に広い

先行の Web 会議ベンダーよりも低コストで豊富で便利

用途範囲に対応したサービスだと同社では説明する。

な機能を提供していきたい。同等もしくは、それ以上で

「コスト的には、エンタープライズやメンバーシップで
あっても、１ユーザアカウントあたり 980 円という低コスト
で、SNS からビデオチャット、Web 画面共有、ホワイトボ
ードまで行える。この価格は他の類似サービスに比べ
ても 1/5～1/10 という破格的な低価格だ。広くいろいろ
な方々に使って頂くことで沢山の人がつながり、ユーザ
の利便性が向上する。これを SaasBoard の事業化にあ
たってサービスモデルの軸とした。」（ニューロネット）
同社代表取締役の前川博文氏は、産業総合技術研
究所（産総研）でベンチャーの起業・指導を行い、2 年
間の任期を 2008 年 3 月に終え、ニューロネット株式会

あれば SaasBoard をユーザが選択してくれると期待して
いる。」（ニューロネット）

