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ニュースダイジェスト                     

■ NTT フェニックス通信網、NTT ビズリンクへ多地点

サービス営業譲渡 
テレビ会議多地点サービスを提供する NTT フェニックス通信網

（東京千代田区）が、平成 15 年 5 月 1 日付けで、NTT ビズリンク

（東京千代田区）に、同社が提供するサービスを譲渡する。5 月 1
日以降は、NTT ビズリンクがサービスを提供するが、サービス内

容（予約の申し込み方法、利用方法、利用料金等）についての変

更はない。また、問い合わせ電話番号、FAX 番号、ホームページ

アドレスは、新しいアドレスにリンクし、メールなども当面の間自動

転送するという。 
NTT ビズリンクは、平成 13 年 7 月に設立（資本金 24.5 億円）、

ホスティングサービスや ASP サービスなどのネットワークデータセ

ンターを基盤としたサービスを展開する NTT 東日本の 100%の子

会社。 
今後は、NTT ビズリンクへの事業統合により、IP ベースによる

次世代多地点接続サービスと幅広い法人向け事業を目指すとい

う。 
http://www.nttphx.co.jp 
 

■ポリコム日本法人、マルチメディア・カンファレンス・ユ

ニットの新製品、MGC25 シリーズを販売開始、ポリコ

ム・リソース・センター開設 
ポリコム日本法人（東京都港区）、マルチメディア・カンファレン

ス・ユニットの新製品、MGC25 シリーズの販売開始を発表した。

MGC25 シリーズは、大・中規模用マルチメディア・カンファレンス・

ユニットである MGC100、MGC50 の機能をできるだけリーズナブ

ルな価格で提供することを目的に開発された、19 インチ２U サイ 
ズのコンパクトな筐体の中・小規模多地点会議用のマルチメディ

ア・カンファレンス・ユニット。 
MGC25は、6種類の構成があり下位構成から上位構成へのア

ップグレードが可能。メーカー希望小売価格は、454 万円から。 
ゲートウェイ機能のみのシンプルな構成の MGC25 GW1 と

MGC25 GW2、H.323 会議用である MGC25 IP12、H.323 とアナ 
 

 
 
ログ電話混在会議が可能な MGC25 IP16+、H.320/H.323/アナ

ログ電話/H.323 VoIP の混在会議が可能な MGC25 Unified24、

アナログ電話会議専用のMGC25 VoicePlus24。製品の出荷は4
月中旬から順次開始。 

また、米国本社のウェブ上に、「ポリコム・リソース・センター」 
が開設された。すべての製品の最新バージョン・ソフトウエアはこ

のリソースセンター上からダウンロードできるそうだ。 
リソースセンターは無料で利用ができるが、利用の際にはカス

タマー登録が必要。登録すると、ポリコム米国本社より各種の情

報が送られる。 
http://www.polycom.co.jp 

 

■ タンバーグ日本支社、TANDBERG7000 をリリース、

シスコ社とラドビジョン社製の MCU、また、ポリコム

社製ピープル

＋ コ ン テ ン ト

機能もサポー

ト 
 

タンバーグ日本支

社（東京都中央区）

が、ハイエンドルーム

タイプのテレビ会議

シ ス テ ム 、

「TANDBERG7000」

(写真左)を発表した。

30 インチの液晶ディ

スプレーを 2 面内蔵。

上位機種の「TANDBERG8000」（50 インチのプラズマディスプレ

ー2 面内蔵）と機能は同等だが、よりコンパクトなディスプレーを採

用しているため、筐体自体は小さい。AES 暗号化機能、内蔵多地

点機能、ＰＣ画像が共有出来る機能、高音質のアンプやスピーカ

ーなども内蔵している。 
また、運用ソフトウェアである「TANDBERG マネージメントスイ
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ート(TMS)」および「TANDBERG スケジュラー」のバージョンアッ

プを発表。バージョンアップにより、シスコ社製およびラドビジョン

社製の多地点接続装置(MCU)に対しての管理、予約、運用が可

能になった。さらに、シスコ・オールタネイト・ゲートキーパー機能

をサポートし、複数台のゲートキパーによる冗長性の確保が可能

となり、IP 上でのテレビ会議の信頼性が向上するという。 
加えて、TANDBERG MCU にて、ポリコム社製ピープル＋コン

テント機能の送受信を、ISDN(H.320)通信上においてサポートす

ることも発表した。ピープル＋コンテント機能は、同社ディュオ・ビ

デオ機能と似たような機能で、プレゼンテーションの発表者と同時

に PC プレゼンテーションを共有して見ることができる機能。 
http://www.tandbergjapan.com 

 

■ イスラエルのラドビジョン社、ネットワーク管理用

iVIEW、ネットワークアプライアンス INVISION 関連

の新製品、SIP 対応の MCU を発表 
ラドビジョン社は、テレビ会議向けのネットワークマネージメント

用の「iVIEW」や、INVISION シリーズでの新 MCU、また、SIP 対

応の MCU などを発表した。 
「iVIEW」は、同社が提供する「viaIP」や「INVISION」などのソリ

ューションの機能を向上させるもので、ネットワーク管理者向けに、

テレビ会議のネットワーク管理の容易にするインターフェイスを提

供する。「iVIEW」により、ネットワーク上のテレビ会議端末の管理

やネットワークの設定など柔軟に行え、障害発生に対しても迅速

に対応ができる。 
INVISION100 シリーズについては、新しいネットワーク製品を

2 機種リリースした。簡単に言うと、ひとつは、IP-VPN テレビ会議

ネットワーク向けのソリューション（INVISION 100/M, 100/Mv）で、

もうひとつは、MCU はすでに社内に設置されているか、外部のサ

ービスプロバイダーの MCU サービスを利用しているために、

MCU の機能は必要はないが、IP と ISDN という違うネットワーク

を 超 え た 通 信 を 求 め て い る ソ リ ュ ー シ ョ ン 向 け (INVISION 
100/G1p, 100/G4b)になる。 

また、既存の MCU である「viaIP」があるが、これを SIP 対応に

した。製品としては、今年の 4 月－6 月期にリリースされる模様。

ソフト対応のため、既存のユーザーに対しても、有償でソフトウエ

アアップグレードを実施する。この SIP 対応により、SIP 端末と

H.323/H.320 端末間での通信が可能になる。 
http://www.radvision.com 

 

■ 英会話の NOVA、国土地理院の拠点にテレビ会議

システムを導入、防災対策に活用 
外国語教育サービスなどを手がける NOVA（大阪市）は、防災

用テレビ会議装置として、同社が販売する「WarpGate501dual」
を、国土地理院（国土交通省）の本院と全国 13 の各地方測量部

等に設置した。今年の 4 月より本格始動している。 
国土地理院では、地震や噴火といった災害発生時に、現地連

絡本部と迅速な意思疎通を図り、防災対策を強化するために、本

院内部（19 箇所）と全国 13 箇所の拠点に設置した。 
IP-VPN 環境で各拠点が接続され、MCU（多地点接続装置）を

使う。「WarpGate501dual」は、NOVA の「お茶の間留学」でも使

用されているテレビ電話、IPと ISDN回線に対応している。価格は、

89,000 円。 
http://www.nova.ne.jp 
 

■ NTT データ、携帯向け音声多者通話サービスを提

供するベンチャー設立 
NTT データは、4 月 1 日に社内ベンチャー制度で、カジュアルコ

ミュニケーションズ株式会社（資本金 1 億円、社員数 4 名）を設立

した。同社は、企業ユーザーをメインターゲットに、多地点間音声

制御システムを用い、オンディマンドに多人数で（最大 92 名）コミ

ュニケーションができる「VoiceScrum」多者通話サービスを 5 月 1
日より提供する。 

サービスの内容としては、複数の人と同時に会話ができるサー

ビスである「分散型会話サービス」、また、複数の人の携帯電話を

呼び出したい時に活用できる「一斉呼び出しサービス」、携帯電話

を用いたコンテンツを持っている企業をターゲットとした、たとえば、

メール機能を使った携帯コミュニティーサービスに多者通話サー

ビスを連動させるようなサービス「多者通話コンポーネント提供サ

ービス」などがある。 
予定価格は、1.2 万円～／月 ｘ同時参加者数。初年度の売上

目標は、1 億円を目指す。 
http://www.nttdata.co.jp 

 

■ 米 CIT 社、ワイヤレス・テレビ会議向けの製品を発

表 
CIT 社は、ポリコム社やタンバーグ社のセットトップテレビ会議

システム向けのワイヤレスセット製品をリリースした。見た目は、

車輪付きのカメラ三脚に、セットトップのテレビ会議端末を固定す

るかたち。社内の無線 LAN(801.11b)環境内であれば、移動式の

ワイヤレステレビ会議が可能という。 
http://www.c-it.net 

 

■ 中小規模の企業での IP テレビ会議利用が増加、米

ワイヤーワン社 
米ワイヤーワン社は、今年 1-3 月期の同社が提供している IP
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テレビ会議サービスで、利用の多いトップ 25 社のうち 10 社は 500
人より少ない社員を雇っている企業で、サービス利用が月単位

20 時間を超えているという。中小規模の企業での利用が増えて

いると同社では見ている。 
http://www.wireone.com 

 

■ 米セントラ社と米キャプション・コロラド社、ウェブ会

議に字幕機能 
ウェブ会議ソリューションを提供する米セントラ社と、リアルタイ

ムの字幕付きソリューションを提供するキャプション・コロラド社は、

米国リハビリテーション法 508 条に準拠した、セントラのオンライ

ンセッションを字幕付きで表示することができるソリューションを開

発した。このソリューションにより、耳が不自由な方もウェブ会議に

参加できるようになる。 
米国リハビリテーション法 508 条とは、障害のある方でも電子

情報技術から隔離されないということを保証する条項。 
http://www.centra.com 

 

■ 米フォーブス誌、ハイテク企業成長ランキングで米

ウェベックス社がトップ 
ウェブ会議サービスを提供する米ウェベックス社が、米フォーブ

ス誌のハイテク企業成長ランキングでトップになった。過去 5 年間

の年複利収益成長率は、186%を記録。2002 年度の収益成長率

は 72%で、1 億 4000 万 USD（約 169 億円）を計上。 
http://www.webex.com 

 

■ 米プレイスウエア社と SK ネットワーク社提携し中南

米向けにウェブ会議を提供 
ウェブ会議サービスを提供する米プレイスウエア社と、中南米

を拠点とする SK ネットワーク社は、中南米において、プレイスウ

エア社のウェブ会議サービスを提供することで提携した。言語サ

ポートは、スペイン語とポルトガル語となる。現地企業や多国籍企

業など中南米に拠点を置くユーザーに対してサービスを提供す

る。 
http://www.placeware.com 
--------------------------------------------------------------------------------- 

＜広告＞NAT/ファイヤーウォールのソリューション 

 
トーメンサイバービジネス株式会社 

http://www.tomen-g.co.jp 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
＜広告＞ 
イスラエル VCON のテ

レビ会議製品情報（日

本語）：日本地方自治体

等導入実績あり、PC タ

イプのテレビ会議システ

ムからセットトップタイプのものから MXM メディアエクスチェンジ

サーバー、開発ツールキットなど幅広いニーズに対応。テレビ会

議メーカー、大手 5 社に入る。詳細上 VCON イメージをクリック！ 
---------------------------------------------------------------------------------- 
＜広告＞ 

 
  
イタリア・アエスラ社テレビ会議（左 VEGA PRO）テレビ会議エントリーレ

ベルからハイエンド、またアフガニスタンやイラク戦争でＣＮＮなどでの取

材で活用された実績のあるスーツケース形ポータブルテレビ電話や音声

会議端末（写真右）など幅広く取り扱っています。ヨーロッパの宇宙関連機

関である ESA でも導入され、過去 10 年で 60 カ国に１１万台テレビ会議

を販売している実績があります。VEGA PRO は 2000USD からのエン

トリーモデル。 

詳細は、写真をクリック 

------------------------------------------------------------------------- 

記者発表会リポート                           

トーメンサーバービジネスとフランステレコム、国際規格

IP ネットワーク多地点ビデオ会議システム「ビジュアル・

ネクサス」で記者発表会実施 
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 （写真前頁：記者発表会会場） 
トーメンサーバービジネス（東京都港区）とフランステレコム（東

京都新宿区）は、平成 4 月 4 日午後 2 時から都内在日フランス大

使館経済部にて、両社の共同により開発した「ビジュアル・ネクサ

ス（Visual Nexus）」の記者発表会を行った。当日は新聞社、雑誌

社等から約 40 名参加。会場は満席になった。 
記者発表会は、まず、在日フランス大使館経済部商務官代理

パスカル・ナポリ氏が挨拶、その後、トーメンサイバービジネス代

表取締役社長西村拓美氏、フランステレコム代表取締役社長フラ

ンソワ・ヴァンプラーグ氏とそれぞれ挨拶を行った。 

 
その後製品紹介に移り、トーメンサイバービジネス取締役鈴木

敦久氏が「ビジュアル・ネクサス」の製品概要を説明、本社フラン

ステレコム R&D のフランソワ・ジャメ氏のビデオメッセージなども

織り交ぜての１時間強の記者発表会であった。最後の質疑応答

では積極的に質問などがでた。 
トーメンサイバービジネスは、フランステレコム R&D の eConf

技術を採用した国際規格 H.323 や T.120 に準拠した IP ネットワ

ーク多地点ビデオ会議システム「ビジュアル・ネクサス」を発表し

た。（CNA Report Vol.5 No. 6 2003 年 3 月 31 日号参照）同製

品は、音声合成・映像配信を行う MCU と呼ばれる多地点サーバ

ーと、PC 上で音声・映像を送受信・再生するクライアントから構成

される。ＭＣＵはトーメンが独自開発したが、クライアントソフトにつ

いては、eConf 技術をベースに開発した。 
  製品構成としては、「ビジュアル・ネクサス・ミーティング・サーバ

ー」（同時接続 10 ユーザーライセンス予価 148 万円）、「ビジュア

ル・ネクサス・クライアント・オプション」（同時接続 10 ユーザーライ

センス予価 98 万円）、「ビジュアル・ネクサス・ファイヤーウォール/
ＮＡＴオプション」（同時接続 10 ユーザーライセンス予価 98 万円）

となっている。今年 6 月から販売開始。03 年度は、2 億 4 千万円、

04 年度は 5 億円、05 年度は 7 億 5 千万円の販売を目指す。海

外での販売も検討中。 
  同製品は将来的には、同製品のクライアント端末や H.323 準

拠のテレビ会議端末だけでなく、PDAや第三世代携帯テレビ電話

なども視野に入れている。 
 
■トーメンサイバービジネス インターネットプロダクツ事業本部 
  マーケティンググループ  
  丸田 e-mail: maruta@tomen-g.co.jp 

http://www.tomen-g.co.jp 
■フランステレコム 広報部  

田中 e-mail: tanaka@francetelecom.co.jp 
   http://www.francetelecom.co.jp 
 
イベント情報                           

国内 
 
■「高速 IP ネットワークで展開する IP テレビ会議ソリューション 

セミナー」 
日 時： 2003 年 5 月 9 日（金）  
会 場：インターナップ・ジャパン セミナー会場 
主 催：インターナップ・ジャパン株式会社、ポリコム株式会社 
＊ポリコム社のテレビ会議製品、インターナップの高速国際 IP ネ

ットワークを活用したテレビ会議運用、トーメンサイバービジネス

の NAT/Firewall 越えソリューション IPFreedom の紹介とデモ 
詳細： http://www.tomen-g.co.jp/ipfreedom/seminar.html 
 
■ビジネスショウ TOKYO 2003 
日 時： 2003 年 5 月 20 日(火）～23 日（金）  
会 場： 東京ビックサイト 
主 催：社団法人日本経営協会・東京商工会議所 
＊ 「ビジュアルコミュニケーションコーナー」でのテレビ会議展示

などあり。 
詳細：http://bs.noma.or.jp/ 
  
海外 
 
■IMTC/Wainhouse Research Spring Forum 
日 時： 2003 年 5 月 6 日(火）～8 日（木）  
会 場：  スイス ジュネーブ the International Conference 
Center of Geneva 
主 催：  The International Multimedia Telecommunications 
(IMTC) 
＊テレビ会議などのコンファレンス技術や市場にについて、また

VOIP、H．323 についての講演などのカンファレンスイベント（展

示はない様子） 
詳細：http://www.imtc.org/spforum2003/index.html 
 
■ Centra Summit  

Fourth Annual Worldwide User Conference 
日 時： 2003 年 5 月 12 日(月）～15 日（木）  
会 場：アメリカ ボストン コプレー・プレイス・ホテル 
主 催：セントラ社 

http://www.hkeis.jp
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＊Web 会議ソリューションの Centra が開催するユーザー・カンフ

ァレンス 
詳細：http://www.centra.com/events/uconf.asp 
 
■ RADVISION Video Telephony Event- Milan 2003 
日 時： 2003 年 5 月 28 日(水）～29 日（木）  
会 場：イタリア・ミラノ 
主 催：ラドビジョン社 
＊ IP テレビ電話サービスを開始したイタリアの FASTWEB 社の

サービス概要、デモ、同社訪問見学、ラドビジョン社 CEO,CTO な

どの講演 
詳細：+972-3-7679500  email EventsInt@radvision.com 
 
■ InfoComm 2003 
日 時： 2003 年 5 月 31 日(日）～6 日（金）  
会 場：アメリカ フロリダ州オーランド  
主 催：International Communications Industries Association 
＊電話会議、テレビ会議関連のセミナーセッションもあり。 
詳細：http://infocomm03.expoexchange.com/ 
 

米国 Nasdaq コンファレンス株株価情報         

 

ナスダックコンファレンス株株価推移（10社合計）
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イラク戦争勃発

 上記グラフは、右表の１１社のうちジェネシス・コンファレンシン

グを除いた１０社の合計株価を示す。（ジェネシスは数値が不足し

ているところがあるため除外したが大勢にはほとんど影響ないも

のと見ている。） 
戦争開始１週間前、3 月 12 日頃から株価が上昇を始め、戦争

が開始直前まで若干上昇したが、前回同時テロ時の 60 ドル（10
社合計）近く上昇したのとは違い、その 10 分の 1 以下の 4 ドル強。

仮にジェネシスの分を含めたとしても、5 ドル程度。 
ただ今回の上昇は戦争開始とほぼ同時に、12 日頃の株価レベ

ルに一挙に反落した。その後一時反発したが 4 月 3 日時点まで続

落し、4 月 4 日時点で反転、その後上昇に転じている模様。 

以下円グラフは参考に、3 月 1 日から４月中旬までの関連株売

買取引高各社の割合を表し、ポリコム社（49%）と、ウェベックス社

(35%)で、全取引高の 84%を占める。それに続くは、レインダンス

（6%）、ラドビジョン（3%）の順。 

ACT

ﾌｫｰｼﾞｪﾝﾄ

ﾎﾟﾘｺﾑ

ｳｪﾍﾞｯｸｽ

ｾﾝﾄﾗ

FVC

ﾚｲﾝﾀﾞﾝｽ

ﾜｲﾔｰﾜﾝ

ｴｾﾞﾆｱ！

ﾗﾄﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ

 

コンファレンス関連企業 4 月 14 日値動き（米現地時間） 

     

企業名 終値 
純変

動額 
前日比

出来高

ACT ﾃﾚｺﾝﾌｧﾚﾝｼﾝｸﾞ 2.11  ▼ 0.04 ▼ 1.86% 25,200

クリアワン 取引停止中（不正経理疑惑、ＣＥＯ交代） 

セントラ 1.42 ▼ 0.03 ▼ 2.07% 10,900

エゼニア 0.14   0    0 1,100

フォージェント 1.29 ▼ 0.02 ▼ 1.53% 13,800

ファーストバーチャル 0.31   0   0% 12,400

ｼﾞｪﾈｼｽ･ｺﾝﾌｧﾚﾝｼﾝｸﾞ 1.38 ▲ 0.18 ▲ 15.0% 105,900

ポリコム 8.8 ▲ 0.25 ▲ 2.92% 1,548,968

レインダンス 2.35 ▼ 0.05 ▼ 2.08% 266,570

ラドビジョン 5.25 ▲ 0.06 ▲ 1.13% 101,700

ウェベックス 10.21 ▲ 0.32 ▲ 3.24% 807,907

ワイヤーワン 2.06  ▼ 0.07 ▼ 3.29% 19,000

 
CNA  Report 編集長 橋本 啓介  kay@rr.iij4u.or.jp 
TeleSpan （米）コントリビューティング・エディタ ジャパン 
Videoconferencing Insight（英） 日本担当通信員 
http://www.hkeis.jp 
（CNA Report Vol 5. No.7 2003 年 4 月 15 日号終わり） 
 次回は、2003 年 4 月 30 日を予定しております。 

ご購読ありがとうございます。 
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