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 展示会レポート                         

 

日経ＢＰ社主催 

2006 年 10 月 18 日-20 日 

東京ビックサイト 

http://expo.nikkeibp.co.jp/biz/vc/index.shtml 

 

日経ＢＰ社は、「WPC TOKYO 2006」、「Security Solution 

2006」、「e ドキュメント JAPAN 2006」の IT 関連の展示会を

BizInnovation2006 として同時開催。また、その特設イベント

として、ビジュアルコミュニケーション Autumn2006 を開催。 

 

 

 

展示会場とセミナー会場 

このテレビ会議、ウェブ会議システム関連の展示会とし

ては、５月に開催して、今年としては２回開催した。ビジュ

アルコミュニケーション分野では、日経ＢＰ社としては、

2004 年から本腰を入れ、業界からの支持を得ながら、展

示会とセミナー併催の形で発展してきた。やはり、2004 年

同社がこのビジュアルコミュニケーションの展示会を開催

するニュースに業界が接した際には、今後の市場拡大に

大きく寄与すると賛同を寄せる業界関係者も多数いた。 

今回の展示会では、多数のリードを得ることができた、

中には９００名以上のリードが取れたという出展企業の声

も聞かれ今回のイベントとしては好意的に評価した企業が

多かった。次回開催を期待する声も多いと思われる。 

mailto:editor@cnar.jp
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今回のレポートでは、編集長が３日かけてビジュアルコミ

ュニケーション Autumn2006 出展企業 17 社全て取材。各社

の出展概要についてレポートする。（展示ホール出入口から

順番に取材） 

 

■NTT アイティ 

「MeetingPlaza バージョン４」を展示。GUI が新しくなり、８

倍画面（６４０ｘ４８０）、固定、携帯電話からの参加、H.323 に

対応などに対応。H.323 については、当初は、音声のみに

対応し、来春から H.323 のテレビ会議端末も参加できるよう

になる予定とのこと。1200社以上の導入実績を持ち、ASPサ

ービスとサーバー導入の両方を提供している。海外でも各

国のパートナーを通して展開している。 

 

■NTTビズリンク 

NTT ビズリンクは、ISDN、ＩＰに対応したテレビ会議多地点

接続サービスを専門に提供する日本市場ではトップのサー

ビスプロバイダ。テレビ会議以外にも音声会議やデータ共

有会議サービスも提供している。構築されたサービス専用の

ネットワークとユーザへのフルサポートが特徴。 

また、セキュリティや品質の面で高い質のサービスを提供

している。サービスは海外へもリーチがあり、国内だけでは

なく海外へのテレビ会議ニーズにも対応している。 

今回のビジュアルコミュニケーション Autumn 2006 では、

新たに、HD 対応のテレビ会議システム向けのハイタッチサ

ービス「テレビ会議エグゼクティブパッケージ」を発表。「テレ

ビ会議エグゼクティブパッケージ」では、ハイエンドなサービ

スとして HD テレビ会議用のネットワーク、HD 対応テレビ会

議システムやHD対応のプラズマディスプレイのレンタル、ハ

イタッチな運用サポートをワンストップで提供。ブースでは、

LifeSize 社製のビデオ会議システムで、国内外４カ所を接続

し高精細な映像とサービスをＰＲしていた。 

 

■ソニーマーケティング 

 

PCS-HG90 

ソニーマーケティングのブースでは、今年秋に発売に

なったハイエンドのＨＤビデオ会議システム PCS-HG90 な

どソニーの PCS ビデオ会議システムの展示。PCS-HG90

のデモでは、8Mbps の帯域を使った DVD 映像や静止画

を披露。ソニーが持つ高画質技術を惜しみなく投入した。 

また、HD のデモに加え、ソフトウエアアップグレード（G

シリーズ）で 4CIF の多地点（6 カ所まで）のデモもあった。

ＨＤに対して既存のビデオ会議は、ＳＤと呼ばれるが、SD

ビデオ会議で4CIF多地点は業界初という。4CIFは、標準

テレビと同等の解像度レベルの十分なクオリティとＰＲ。 

ソニーのブース担当者によると、ソニーブロードバンドソ

リューションが今年に始めた SIP ベースのビデオ会議サー

ビス「IPELA VC Link サービス」は、好調な出だし。

PCS-TL30 か PCS-TL50 とネットワーク接続サービス、保

守をバンドルしたパッケージサービス。 
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■プレミア グローバル サービス/プレミア コンファ

レンシング 

今回電話会議

サービス提供事

業者としては唯

一の出展社。 

プレミアグロー

バルサービスは、

オペレーターア

シストあるいは予

約なしでの電話

会議サービスや、

ＰＣで資料共有

などが行えるウェ

ブ会議サービス

を紹介、デモを

行う。プレミアグローバルサービスは、電話会議サービスと

情報配信サービスを提供するニューヨーク証券市場上場の

大手米企業。情報配信では関連企業でエクスパダイトがサ

ービスを提供している。電話会議サービスと情報配信サービ

スを組み合わせた特徴のあるソリューションなどを提供して

いる。 

 

■TCBテクノロジーズ(旧：トーメンサイバービジネス)/

ディーアイエスソリューション 

TCB テクノロジーズは、参考出品のソリューションをいくつ

か展示。Visual Nexus 環境で、異速度通信（トランスコーディ

ング）を可能とする Media Transcoder。Microsoft Office 

Communicator から Visual Nexus とビデオ会議通信が行える

ようにした機能。また、Visual Nexus で H.239 機能や LDAP

機能を追加などが紹介。国内展開だけでなく、イギリスに海

外拠点を持ち、世界各国へ積極的に展開。ユーザ企業だ

けではなく通信サービス系企業が Visual Nexus をサービス

プラットフォームとして活用している。 

 

 

■エイネット 

エ イ ネ ッ ト が 開 発 販 売 す る ウ ェ ブ 会 議 シ ス テ ム

「FreshVoice テレ会議」は、発売以来 530 社以上に導入さ

れているという（同社サイト情報）。「FreshVoice テレ会議」

は、オートリペア、オートリカバリー機能を提供している。こ

れは、バックアップしている OS・サーバー・登録者のデー

タから、難しい設定無しに数時間でシステムの復旧が行え

るという特徴がある。また、来春バージョン 5 がリリースされ

る予定。Skype に採用されている音声コーデック「GIPS」を

実装し音声品質をさらに上げる。また、ユーザーインター

フェイスや操作性のアップグレードも行う予定。GIPS の採

用にあたって、エイネットは、Global IP Sound 社と業務提

携を 10 月 18 日に発表。 

 

■ ブイキューブ 

ブイキューブでは、同社のビジュアルコミュニケーション

サービス「nice to meet you」サービスをデモ。「nice to 

meet you」は、用途毎にウェブ会議サービスを提供してい

るのが特徴で、社内ミーティング用には「nice to meet you 

for ミーティング」、1000 拠点まで対応したウェブセミナー

システム「nice to meet you for セミナー」、そして、今回セ

ールス活動の効率化を図る「nice to meet you for セール

ス」を 10 月に発表。ブースにて nice to meet you for セー

ルスを積極的に来場者へ紹介していた。 
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nice to meet you for セールス 

また、「nice to meet you」は、MacOS、3G 携帯テレビ電話、

H.323 のテレビ会議システムに対応しているのも特徴のひと

つ。 

 

■TANDBERG/情報工房 

TANDBERG は、販売パートナーの情報工房と出展。

TANDBERG のシステムとともに、ネットワーク端末から

TANDBERG のビデオ会議システム端末までの運用監視ソリ

ューション「AdRem Netcrunch(アドレムネットクランチ）を展示。

TANDBERG には、ビデオ会議端末用の管理システム(TMS)

があるが、AdRem Netcrunch と TMS を組み合わせた使い方

で障害時の切り分けなどが容易にできるという。監視システ

ムとテレビ会議端末を組み合わせたソリューションは特徴

的。 

 

■ヤマハ 

ヤマハは、今春 IP 音声会議システム「プロジェクトフォン」

（PJP-100H/PJP-100UH）を発売。今回のビジュアルコミュニ

ケーション Autumn 2006 で、新たにテレビ会議システム

(PJP-300V/PJP-VC1)と音声会議多地点装置(PJP 多地点

会議パッケージ)、IP 音声会議システム(PJP-50R)の３機種を

発売、会議システム市場に本格参入した。 

 

 

 
テレビ会議システム(PJP-300V/PJP-VC1) 

 

ブースは、ビジュアルコミュニケーションAutumn 2006の

出展企業の中ではひときわ目立つ大きな自社特設のブ

ースで会議システム市場への力強い意欲が伺えた。 

ヤマハの会議システムは、音のヤマハの特徴がよく出て

いる製品で、通信機器系のメーカーの製品と比べ音への

アプローチは、対照的。また今回は、会議システムの展示

と合わせて、大型会議室向け連結型会議用音響システム

「NAGAYA」を参考出品。NAGAYA は、同社の音響技術

を組み込んだマイクスピーカーを複数連結させ大規模な

会議室のテーブルに設置。大人数の会議に対して、離れ

た人の声もしっかり聞こえるシステム。テレビ会議システム

の音響システムとしても活用できる。 
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NAGAYA(参考出品) 

 

■クレオ/NEC通信システム 

クレオは、NEC 通信システムと出展。クレオは、ウェブ会

議システム「FACE Conference 5」を開発販売しているが、

“かんたん・シンプル・使いやすい”の「FACE Conference 5 

かんたんエディション」共同で企画開発。操作用ボタンを大

きくしたりして会議セッション開始までのステップを簡略化し

た。ユーザーインターフェイスはシンプルでわかりやすくデ

ザイン的にもすっきりとしている。 

 

■松田通商 

松田通商では、ウェブ会議システムのスピーカーマイクと

して利用できる、米ClearOne社のエコーキャンセラ内蔵マイ

ク「Accumic」、や USB タイプの「CHAT150」や低価格タイプ

の「CHAT50」を展示。その他は、大会議室用の「Converge」

シリーズ、会議用 IP フォン「MAX IP」を展示。 

 

■丸紅テレコム 

丸紅テレコムでは、電話会議端末、電話会議サービス、ウ

ェブ会議システムなど各種遠隔会議システムをワンストップ

で提供している強みを持つ。 

電話会議端末では、米 ClearOne 社など、ウェブ会議シス

テムでは、低価格のウェブ会議アプライアンスサーバー

「WEBVicon」、WEBVicon の高機能版である「Globiz21」、

TCB テクノロジーズが開発しているビジュアルオンライン会

議システム「Visual Nexus」、また、WolfVision 社の書画カ

メラビジュアライザーなどを提供している。 

 

タッチパネルでのウェブ会議システム 

WEBVicon は、ボックスタイプのオールインワンのウェブ

会議システムで Globiz21 の基本機能を搭載している。ネ

ットワークに接続すればすぐにウェブ会議が行える。また、

ブースでは、タッチパネルディスプレイシステムと、ウェブ

会議システムを組み合わせ、ウェブ会議システムを指操

作で操作ができるシステムをデモ。 

 

■日本アビオニクス 

日本アビオニクスでは、USB メモリ型の低コスト、ウェブ会

議システム「USBcollabo-20V」、書画カメラ内蔵プロジェク

タ「インテリジェント プロジェクタ iP シリーズ」を組み合わ

せた遠隔会議ソリューションを展示。 

USBcollabo-20V は、パソコンに USB メモリを差し込む

だけで音声・動画・資料の会議が２０地点同時におこなえ

るシステム。必要なソフトウェアはその USB メモリにプレイ

ンストールされているため、パソコン側には予めソフトウェ

アはインストールされている必要はない。また、プロジェク

タを組み合わせることで、プロジェクタから読み取った画

像データをそのまま USBcollabo-20V で行っているウェブ

会議セッションで共有し会議が行える。プロジェクタからの

読み込み、そして共有資料へのペンタッチでの書き込み

は簡単操作で行え、資料共有機能に工夫が見られる。 
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USBcollabo-20V 

 

■ジャパンメディアシステム 

ジャパン メディア システムは、同社のＰＣテレビ会議シス

テム「LiveOn」の展示。LiveOn は、1000 社以上の導入実績

を持つという。また、最大1000 拠点まで対応するイントラパッ

クサービスがあり、ビジネス会議以外でもオンラインセミナー

などさまざまなミーティング用途に対応している。   

音声品質については、ジッタバッファ制御機能やノイズリ

ダクション機能などにより高音質を実現している。資料共有、

画面キャプチャリング、ホワイトボード、録音・録画などの機

能を持ち、ホワイト系のすっきりしたユーザーインターフェイ

スで見やすく使いやすい工夫がされている。 

 

■東通産業 

ソニービデオ会議システムを販売する東通産業ブースで

は、ソニービデオ会議システム向けの各種ソリューションを

開発、今回の展示会にて展示。今回展示されたソリューショ

ンとしては、「新コードレスビデオ会議システム factory」、

「ワンタッチャブル」、「スマートオペレーションパネル」、そし

て参考出品として「ソニービデオ会議システム管理ツール 

PCS-Manager」など。「PCS-Manager」は、ソニービデオ会議

端末の監視、制御、管理できるシステム。今年中には製品

発売したいという。ソニーのビデオ会議システムにユニーク

な付加価値を付ける。 

 

ソニーPCS-1 と組み

合わせた新コードレス

ビデオ会議システム 

factory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■蝶理情報システム 

 

IC3のデモ－CADデータの共有 

蝶理情報システムは、Web コラボレーションツール

「IC3」の展示をおこなった。は、ウェブ会議、オンラインサ

ポートなどを可能にするコンポーネント機能を提供する。

CAD データなどに対応した柔軟なアプリケーション共有

機能、ユーザ毎のアクセス制限を設定できなるなどが特

徴のうちのひとつ。各システムソリューション開発企業やユ

ーザ企業などへの実績が豊富。IC3 を活用したアプリケー

ション開発やユーザ企業の既存システムとの統合に強い。

OpenGL を利用したアプリケーションの遠隔共有を実現す

る「IC3 extension Power Sharing」を参考出品。 
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■アールネットコミュニケーション 

アールネットコミュニケーションは、今年 1 月にサービス開

始した多地点ビデオ会議接続サービス「NETdeMeet」を紹

介。この「NETdeMeet」は、TCB テクノロジーズが開発した

Visual Nexus をプラットフォームにサービスを提供している。

H.323 のビデオ会議システムに対応し、月額固定料金にて

サービスを利用できる。最低５端末登録からサービスが利用

でき、ファイアーウォール/NAT 環境からのサービス利用も

可能。現在 300-400 社の実績があるという。 

 

（展示会レポート終わり） 

 
         （編集長 橋本） 


